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北陸新幹線沿線での歓迎風景撮影会
この撮影会は富山県の主催で１月24日㈯に小川寺地
内で行われました。参加者は走行している新幹線に向か
って大きく手を振り、魚津をアピールしました。 （映像は編
集作業を経て、３月上旬にインターネット等で公開され
る予定です）
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これからも魚津の玄関口です

魚津駅でのサービス

あいの風とやま鉄道の魚津駅で
は、午前６時 分から午後 時ま
で駅員のいる窓口が営業します。
窓口では同鉄道のきっぷだけで
なく、ＪＲのきっぷも販売しま
す。発売されるきっぷの種類は、
以下のとおりです。

※上り の １ 本 は 金 沢 行 き で は な く 富 山
駅止まりとなります。

しかし、改善点もあります。
①新たに魚津駅と金沢駅を直接結
ぶ、全席座席指定の快速列車「あ
いの風 ラ イナ ー 」が １ 日 ３ 往 復
運行されます。（座席指定料金
円、
平日のみ運行）

か・特急北越は廃止され、大阪方面
へ向かう特急サンダーバードは、大
阪駅ー金沢駅間の運行となります。
また、富山駅から名古屋方面へ向か
う特急しらさぎも名古屋駅ー金沢駅
間の運行となります。

３月 日㈯の北陸新幹線（長野ー金沢間）開業により、富山県内を
走るＪＲ北陸本線はＪＲ西日本から経営分離され、あいの風とやま
鉄道に移管されます。これに伴い、今まで魚津駅に停車していたＪ
Ｒの長距離特急列車はすべて廃止または金沢止まりとなります。
今後の魚津と東京・関西・名古屋方面へのアクセスや、ＪＲ魚津
駅から生まれ変わるあいの風とやま鉄道の魚津駅のサービス内容に
ついて紹介します。

３月 日の運行開始に
向けての取り組み
ついに北陸新幹線が金沢まで延
伸します。しかし、新幹線と並行
して走る在来線は各県ごとに分割
され、第三セクター方式の鉄道会
社に経営移譲されることになりま
した。北陸本線の富山県内を走る
区間は、３月 日㈯以降 あ
｢ いの
風とやま鉄道 が｣運営します。
魚津駅では、３月に次のような
イベントが予定されています。

●ＪＲ 全 線 の 乗 車 券 お よ び 在
来線 新･幹線の指定席券
●特別企画乗車券 （関西往復フ
リーきっぷ、
青春 きっぷ等）

※インターネ ット対 応 商 品 やテーマ
パークの入場券、旅館券、駅レンタ
カー券等などは発売されません。

ぜひ、魚津駅で今までどおり、
ＪＲのきっぷをご購入ください。
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②富山方面の始発列車が現行より
約 分 早 い５ 時 分 発 と な り 、
富 山 駅 で東 京 方 面 始 発 の「か が
やき」
に乗り継ぎできます。
③泊 方 面 の最 終 列 車 が 、現 行 より

分以上遅い魚津駅 時 分発
とな ります 。 （東 京 駅 時 分
発 、最 終 の「か が やき 」か ら 富 山
駅でこの列車に乗り継げます）
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次ページでは、北陸新幹線開業
後に、魚津駅から目的地へ、どの
ような経路を使って行けばよいの
かを簡単に説明します。
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魚津駅を発着する列車に
大幅な変更があります
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●ありがとうイベント
魚津始発、特急サンダーバード
のラストランイベントです。
３月 日㈮ 午前６時半頃から
ＪＲ西日本主催
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あいの風とやま鉄道が開業する
と、東京方面へ向かう特急はくた
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●あいの風とやま鉄道
開業記念セレモニー
魚津クリアラーメンやミラたん
ケーキ（どちらも 食限定）やお茶
の振る舞い、開業記念品の無料配
布（個数限定）が行われます。
３月 日㈯ 午前 時から
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北陸新幹線
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東京駅

富山駅

富山駅

魚津駅

魚津駅

あいの風とやま鉄道

黒部
宇奈月温泉駅

あいの風とやま鉄道

越後
湯沢駅

新黒部駅

魚津駅

北陸新幹線
つるぎ

あいの風
とやま鉄道

特急サンダーバード
特急
サンダーバード
（１日１往復）

富山地方鉄道

新魚津駅

富山地方鉄道

特急しらさぎ

商工観光課市街地活性化室
１･３８０
（３階）

ト地点として、ぜひ魚津駅をご利用ください。

これからも長距離列車を利用する際のスター

新幹線
開業後

ＪＲ
北陸本線

従来

魚津駅

年２月

※おもてなし魚津直行便（予約式あいのりタ
クシー）につきましては、今月号の折り込

関西・名古屋方面へのアクセス
2

北陸新幹線
かがやき
15

新幹線の黒部宇奈月温泉駅周辺では、『
サク
ラ咲ク フェスタ２０１５』
が開催されます。日
時は３月 日㈯の午前９時～午後４時半、翌
日㈰の午前 時～午後 時です。
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みチラシ、または先月号（平成

号）９ページの記事をご覧ください。

新幹線
開業後

富山地方鉄道
27

おもてなし魚津直行便※
（予約式あいのりタクシー）

北陸新幹線
はくたか

従来

徒歩

上越新幹線
特急はくたか

特急
しらさぎ
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東京方面へのアクセス

国道８号入善黒部バイパスが全線開通
国道８号入善黒部バイパスの未開通区間（黒部市
古御堂～魚津市江口）の延長7.3㎞の区間が３月１日
㈰に暫定２車線で開通します。
これにより、慢性的な渋滞が緩和され、県東部へ
のアクセスが向上します。

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所
076-443-4717

入善黒部バイパス 延長16.1km
今回開通区間 延長7.3km

西
入
善
駅

黒
部
駅

駅
地
生

入
善
駅

魚津駅

魚津IC

黒部IC

北陸新幹線

入善町椚山

黒部市古御堂

魚津市江口

入善町上野

開通済区間 延長6.7km

北陸自動車道
入善SIC

黒部宇奈月温泉駅

魚津駅南駐車場利用割引続行のお知らせ
３月14日の北陸新幹線開業後も遠距離旅行者の駐車場割引を続行します。
あいの風とやま鉄道魚津駅又は富山地方鉄道新魚津駅から鉄道にて
片道100㎞以上の遠距離旅行をされる方は、駐車場料金が「100円/24時
間毎」に割引になります。
割引を受ける場合は、鉄道に乗車する前に、魚津駅で駐車券と片道
100㎞以上を確認できる鉄道チケットを提示し、手続き（認証）を受けて
ください。

駅南駐車場に
駐車

魚津駅で、駐車券と鉄
道乗車券を提示し、駐車
場利用料金割引の認証を
受ける。

出発

乗車前に手続きを
お願いします。

環境安全課生活安全係(１階⑪番窓口) 23-1048
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第35回

魚津しんきろうマラソン

４月26日㈰
午前９時10分
ありそドームスタート

種目

種目別区分

スタート
時間

①男子18才以上 ②男子35才以上
③男子50才以上 ④女子18才以上
（ネットタイム導入）
⑤女子35歳以上

10:20

⑥男子35才未満 ⑦男子35才以上
10㎞の部
⑧男子50才以上 ⑨女子35才未満
（ネットタイム導入）
⑩女子35歳以上

10:30

ハーフマラソンの部

ハーフ 4,000円

10㎞ 3,500円

車いす・５㎞・２㎞ 3,000円
2,000円

中学生

1,500円

小学生

1,000円

※成績一覧表（希望者のみ後日郵送） 一部 300円
●申込締切 ３月25日㈬
ありそドーム、総合体育館、桃山運動公園
●申込先

５㎞の部

３㎞の部

⑰小学男子（４～６年）
⑱小学女子（４～６年）

9:10

⑲一般 ⑳高校
中学 小学

9:40

10㎞ 車いすの部 男子 女子

9:20

問合せ先

一般
高校生

⑪中学男子 ⑫中学女子
⑬高校男子 ⑭高校女子
⑮一般男子 ⑯一般女子

２㎞
ジョギングの部

参加料（保険料含む）

10:10

魚津しんきろうマラソン実行委員会事務局 23-6550 FAX23-9802
〒937-0066 魚津市北鬼江2898-3 ありそドーム内

スポーツ安全保険にご加入ください
アマチュアのスポーツ団体などを対象とした保険です。活動
中、行き帰りの事故などに対して補償を受けることができます。
●申込期間 ３月２日㈪～
●保険期間 ４月１日㈬～平成28年３月31日㈭
●申込書の設置場所 魚
 津市教育委員会生涯学習スポーツ課
公営スポーツ施設窓口など
※詳細はお問合せになるか、ホームページでご確認ください。
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（公財）スポーツ安全協会富山県支部
076-461-7138

祝 ６０周年＆北陸新幹線開業

魚津埋没林博物館
㈮ リニューアルオープン
オープニングセレモニーは 9:00 より
ご来館いただいた方、先着100名様に粗品を差し上げます。

埋没林博物館はこの春60周年を迎えます。北陸新幹線開
業や立山黒部ジオパーク誕生など、県内外から新たなお客
様をお迎えするため、

・ここでしか見られない埋没林、蜃気楼との出会い
・郷土の自然の価値の再発見
をテーマに、展示のリニューアルと施設のリフレッシュを
行いました。新しくなった博物館にぜひお越しください。

新しくなったみどころ
魚津埋没林の目玉
“水中の樹根”が
美しくライトアップ

埋没林に、
より近くで触れ合える
展示コーナー

ミニ蜃気楼が見える
実験装置など、
蜃気楼の展示が充実

郷土の自然を再発見
魚津の水循環、
ジオパークコーナー

リニューアルオープン記念企画展

「還暦の博物館－埋没林博物館60年のあゆみ」
埋没林博物館は、昭和30年の博物館登録から60年＝還暦を
迎えます。博物館の60年のあゆみを、懐かしい写真や当時の
資料などで振り返ります。
●期間：３月20日㈮～４月30日㈭
●会場：企画展示室（テーマ館３階）
※入館料が必要です。

問合せ先

魚津埋没林博物館

22-1049
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蜃気楼シーズン 2015 in 魚津 開催
春型蜃気楼は３月下旬から６月上旬にかけて最も出現率が高くなり
ます。この期間を「蜃気楼シーズン」と名付けて積極的にPRしてい
きます。
神秘的なロマンある魚津の魅力をたくさんの観光客に知ってもら
い、全国的な観光資源に磨きあげ魚津ファンの獲得を目指します。

実施期間 ６月30日㈫まで
●蜃気楼が出現した場合には、埋没林博物館において「蜃気楼
出現証明書」を発行します。

▲蜃気楼ＰＲ用大型幕

●魚津の海岸を訪れたが蜃気楼を見られなかった方には、「海
の駅蜃気楼」付近の蜃気楼展望地にて、「蜃気楼見られんだち
ゃ証」を発行します。緑色のベストを着用した観光ボランティ
アの方に声をかけてください。蜃気楼のいろんな話も聞けま
すよ。なお、この証明書には、ミラージュランドの観覧車の
割引（100円割引）の特典が付いています。（発行日のみ有効）
●PR用大型幕等を観光関連施設に展示します。
●市ホームページ、市役所１階ロビー及び駅前観光案内所で蜃
気楼の発生確率を表示します。
平成26年 月別の蜃気楼の出現記録
月別 ３月（２回）、４月（８回）、５月（６回）、６月（１回）、10月（２回）
問合せ先

商工観光課観光係（３階）

▲蜃気楼みられんだちゃ証
23-1025

魚津市民バスからのお知らせ
上野方、松倉、坪野ルートで
夏時間運行を行います
３月１日から10月末日（松倉ルートは11月末日）まで
の間、魚津市民バスの上野方、松倉、坪野ルートの一
部の便で夏時間での運行となりますので、ご注意くだ
さい。
運行時刻の詳細は、昨年６月配布の時刻表または市
のホームページをご覧ください。（検索エンジンで、「魚
津市民バス案内」と検索されると便利です。）

市民バスの時刻等変更時期について
魚津市民バスの運行時刻や運行経路の変更時期につ
いては、3月14日の新幹線開業や、あいの風とやま鉄道
のダイヤを踏まえ、次回の改正については、４月１日
を予定しております。変更後の市民バス時刻表は、広
報４月号と同時に配布させていただきます。

魚津市民バスサポーターを募集しています
魚津市民バスの利用促進及びバス路線周辺整備等を
応援していただけるサポーターを募集しています。
活動内容は、魚津市民バスの積極的な利用、身近な
ところでの魚津市民バスＰＲ、バス停留所周辺の環境
整備などです。魚津市内に居住または通勤・通学、買
物や通院などの目的で魚津市民バスを活用できる環境
にあり、積極的にＰＲ等していただける方なら、どな
たでもサポーターにな
れます。
サポーター会員への
応募や募集内容の詳細
については、お気軽に
下記までお問い合わせ
ください。

商工観光課市街地活性化室（３階）
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23-1380

国民健康保険に関するお知らせ
健康保険の資格を失った方へ

健康保険の資格を新たに取得した方へ

会社を退職するなどして、健康保険の資格を失った方
は、次のいずれかの医療保険に加入する手続きを行ってく
ださい。

①今まで加入していた社会保険、健保組合等の任意継
続保険に加入する。

国民健康保険に加入してい
る方で、他の健康保険の資格
を新たに取得した場合は、国
民健康保険の喪失手続きを行
ってください。届出を行わな
いと国民健康保険税がかかり
続けます。

※退 職日の翌日から20日以内に申請が必要です。もとの社会保
険、健保組合にご確認ください。

※75歳になり後期高齢者医療保険に
該当した方の届出は不要です。

健康保険の資格を失った場合は…

②家族の方の被扶養者として社会保険等に加入する。
③新たな勤め先で社会保険等に加入する。
④国民健康保険に加入する。

国民健康保険喪失届出に必要なもの

国民健康保険加入届出に必要なもの

・認印
・国民健康保険証
・新たに取得した健康保険証

認印・健康保険資格喪失証明書など健康保険喪失の
日付が確認できるもの

お医者さんのかかり方を見直しましょう
間違っていませんか？お医者さんのかかり方
チェックしましょう

ひとつでも当ては
まったら、お医者さん
のかかり方を見直し
ましょう。

□ ひとつの病気でお医者さんをあちこち変える
□ 体調が悪化したわけでもないのにまた受診
□ 時間外や休日でもかまわず受診
□ 体調が悪くなるとすぐに大病院へ

上手なお医者さんのかかり方
重複受診（はしご受診）はやめましょう

まずはかかりつけ医に相談を
大病院での受診は、紹介状なしでは特別料金がかか
ったり、待ち時間が長かったりする場合があります。
また、「高度医療が必要な患者の治療」という大病院
の本来の機能を滞らせることにもなります。
お医者さんの指示は守りましょう

初診料を再び払い、問診も初めから…。同じような
検査が繰り返され、同じような薬が処方されます。こ
れでは医療費がかさむだけでなく身体にも悪い影響を
与えることもあります。
時間外･休日受診は控えましょう

自分の判断で薬や注射、検査などを催促するのはや
めましょう。また、処方された薬を飲まなかったり、
量を加減したりするのも逆効果です。
ひんぱんに受診することはやめましょう
すでに診断を受けて、薬も処方されているのに、その
薬を飲み終わる前に心配でまた受診。特に悪化したわけ
でもないのに受診するのは医療費のムダづかいです。

急病でもないのに、「普段の病院は混雑しているか
ら」という理由で時間外や休日に受診するのはやめま
しょう。本来の診療費のほかに別料金も追加されま
す。また、急病の方の治療に支障をきたす恐れがあり
ます。

いつまでも元気でいるために、
年に１回は健診を受けましょう

市民課医療保険係（１階③窓口）23-1011
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準備をお急ぎください ！
ケーブルテレビのデジアナ変換は

終了します

「デジアナ変換」と表示されていませんか
３月31日放送終了
テレビの右上に「デジアナ変換」と告知ロゴが表
示されている場合は、デジアナ変換サービスによ
りテレビを視聴しています。
デジアナ変換サービスとは、アナログテレビで
も地デジが暫定的に見られるようにデジタルの
電波をアナログに変換するものです。総務省が、
ケーブルテレビ会社などに対して、平成27年３月
末までの期間で実施するよう要請したサービスで
す。
同サービス終了後も、引き続き地上デジタル放
送をご覧いただくためには、以下のいずれかの方
法で地デジの準備が必要です。

デジアナ変換

お問い合せは、ご加入のケーブルテレビ局まで。

地デジの準備方法

ケーブルテレビの契約をＳＴＢを
設置するコースに変更し、今お使いの
アナログテレビにＳＴＢを接続して視
聴します。（事業者によっては、契約で
きない場合があります）

①ご覧のケーブルテレビ事業者との契約を変更する。
②アナログテレビから地上デジタルテレビに買い替える。
③地デジチューナーを購入して、
現在お使いのアナログテレビに接続して視聴する。

※ＳＴＢとは、セット･トップ･ボックスの略
で、デジタルチューナーのことです。

※くわしい内容等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
受付時間は、土･日･祝日を含む毎日午前９時から午後６時までです。
問合せ先

総務省地デジコールセンター

0570-07-0101

（ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない方は、03-4334-1111）

ＮＩＣＥ ＴＶ 加入者へご案内

テレビ等の処分について

デジアナ変換サービス終了に伴い、キャンペーン
を実施しています。
NICE TVのテレビサービスをご利用している方を対
象に、BSデジタル放送を視聴できる「ライトSTB」
取付工事料（通常5,400円）が無料となっています。

家電リサイクル法対象５品目（テレビ、エアコン、
冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機）は、市では収集して
いません。その商品を買った小売店で引き取って
もらってください。
買った小売店がわからない場合は、家電販売店
に相談するか、環境安全課にお問い合わせくださ
い。

●期間 ３月31日㈫ 申込み受付分まで
※プレミアム・ベーシックコースからの交換工事料（通常6,480円）
は、対象外です。

申込み･問合せ先
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ＮＩＣＥ ＴＶ 23-0400

環境安全課生活安全係
(１階⑪番窓口)

23-1048

平成25年度

魚津市全体の財務書類４表

（総務省方式改訂モデル）

についてお知らせします

財政課財政係（２階）23-1018

財務書類４表から次のことが分かります
●市民１人あたりの資産は（Ａ÷人口）
●市民１人あたりの負債は（Ｂ÷人口）
●市民１人あたりの行政サービス費用は
●資産老朽化比率は
●社会資本の整備に対する世代別負担率は

･･･
･･･
･･･
･･･
･･･

●行政サービス費用の受益者負担率は（Ｄ÷Ｃ）

268万円（前年度比で４万円増加）
103万円（前年度比で１万円増加)
58万円（前年同額）
45.7％ （前年度44.4％）
これまでの世代の負担は65.3％（前年度65.0％）
将来世代の負担は32.7％（前年度35.2％）
･･･ 受益者負担で賄われている比率は31.6％（前年度31.4％）

※市民１人あたりの金額は、平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口43,824人を基に算出しました。
※資産老朽化比率とは償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合のことです。

貸借対照表（バランスシート）

行政コスト計算書

貸借対照表とは、市が住民サービスを提供するために保有し
ている資産と、その資産がどのような財源で充当してきたかを
まとめた財務書類のことです。

行政コスト計算書とは、人的サービスや
給付サービスなどの資産形成につながらな
い行政サービスにかかった経費と、その行
政サービスに対して得られた収入とを対比
した財務書類のことです。

貸借対照表
資産の部

負債の部

（これまでに蓄積した資産）

（将来支払うべき額）

公共資産
1,104億4,900万円
（市が所有する土地や建物など）

固定負債
（地方債など）

投資等
33億9,255万円
（投資や出資金など）

流動負債
35億4,835万円
（翌年度支払う地方債など）

流動資産
34億1,198万円
（現金預金や基金など）

負債合計

うち歳計現金

30億8,398万円

415億3,041万円

 450億7,876万円

純資産の部

 256億1,310万円

人にかかるコスト
（人件費など）

29億2,833万円

物にかかるコスト
（施設の維持修繕費など）

71億8,793万円

移転支出的なコスト
（社会保障給付など）

141億2,527万円

その他のコスト
（災害復旧費など）

（これまで負担してきた額）
純資産合計

資産合計 1,172億 5,353万円

経常行政コスト

721億7,477万円

負債･純資産合計 1,172億 5,353万円

経常収益

13億7,157万円

 80億9,250万円

使用料･負担金など

42億9,181万円

保険料･事業収益など

38億     69万円

純経常行政コスト

期首資金残高
経常的収支
（市税収入、人件費など）
公共資産整備収支
（公共資産整備に係る支出や
それに対する国･県補助金など）
投資･財務的収支
（地方債の返済や借入れなど）
当期収支

期末資金残高

26億6,582万円
36億5,298万円
△ 5億2,908万円

△27億   574万円
4億1,816万円
30億8,398万円

市ＨＰに掲載しています。

資金収支計算書とは、資金の出入りの情報を３
つの性質に分けて表示した財務書類のことです。

より詳しい内容は

資金収支計算書

175億2,060万円

純資産変動計算書
純資産変動計算書とは、市の純資産（資産
から負債を差し引いた額）が１年間でどのよ
うに変動したかを示す財務書類のことです。

期首純資産残高
純経常行政コスト

717億8,972万円
△175億2,060万円

市税、地方交付税、
国・県補助金等の収入
その他
（評価替えによる変動額など）
当期変動額

期末純資産残高

179億1,414万円
△849万円

3億8,505万円
721億7,477万円
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下水道課 からのお知らせ

下水道課維持保全係（第２分庁舎）
23-1087

～井戸水または、井戸水と水道を併用されているみなさまへ～
井戸水を使用している世帯（水道との併用含む）の下水道使用料は、人数により算出し
ています。出生、死亡、転入、転出、市内転居、市外居住の学生、長期入院（１年以上）
等の異動がありましたら、すみやかに人数変更の届出をお願いします。
●井戸水等を使用世帯の認定水量と下水道使用料（２か月あたり･消費税込）
世帯人数

１人

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人

認定水量

20

30

40

50

60

70

80

90

使用料

3,080円

4,770円

6,460円

8,270円

10,080円 11,890円 13,700円 15,600円

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

●水道と井戸水等を併用している世帯の使用量算定方法

（水道検針票）

「水道使用量に、井戸水使用人数の認定水量の半分を加算した水
量」を用いて計算します。ただし、加算後の水量が上記表の水量を
下回る場合、上記の認定水量を用います。
水道使用量が11で５人世帯の場合
11＋（60÷２）＝41＜60 ☞

60となります。

※算定人数は、検針票に記載の下水使用量を上記の表や算定方法に当てはめて
確認することができます。

～下水道に汚水以外は流さないで～
トイレなどから下水道管にタオルや下着、水に溶けない紙な
どを流されることが原因で、下水道のマンホールポンプの故障が
たびたび発生しています。
マンホールポンプが停止すると、下水道に接続しているお宅の
トイレや排水口から汚水が逆流する恐れがあります。
水に溶けない紙
紙おむつ、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、タバコな
どは水に溶けませんので、トイレットペーパー以外のものは流
さないでください。
布
下着、タオル、ハンカチなどがポンプに絡まっていること
がたびたびあります。トイレに落としてしまった場合は必ず
拾い上げ、そのまま流すことのないようにお願いします。
食物のくず・油
排水管･下水道管･ポンプを詰まらせ、悪臭の原因にもなり
ます。また、下水道処理に悪影響を及ぼしますので、油は固
めるか、紙やボロ布で拭き取って可燃ごみとして処理してく
ださい。
危険物
ガソリン･灯油･農薬などの危険物は管を損傷させる原因と
なりますので下水道へ流さないでください。
下水道は公共の財産です。正しく大切に使いましょう。
▲マンホールポンプの中に絡みついたタオル
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平成27年
春季消防訓練

が実施されます
『 もういいかい 火を消すまでは まあだだよ 』
（平成26年度全国統一防火標語）

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想
の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等
を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失
を防ぐことを目的に実施されます。
●実施期間

●日時 ３月22日㈰ 8:30～
（駐車禁止は7:00～9:00、交通規制は8:20～9:00）
魚津ショッピングスクエア･サンプラザ周辺で消
防訓練を実施します。当日は駅前新町地区の一部で
車両通行止め等の交通規制を行います。
通行止め区間
駐車禁止区域
う回路

３月20日㈮～26日㈭までの７日間

－３つの習慣・４つの対策－

・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

魚津サンプラザ

ホテル

サンルート魚津

３つの習慣

魚津

スカイホテル

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

駐車禁止
区域

４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品
を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協
力体制をつくる。
富山県東部消防組合消防本部

防火推進地区の防火指導
●日時 ３月22日㈰ 10:30～
魚津市東町地内で消防職団員により各ご家庭の
火の元の点検･診断、併せて住宅用火災警報器の設
置調査を行います。
魚津消防署

24-7980

老朽化した消火器を処分するには？
老朽化した消火器の取扱いについて
全国各地で消火器の破裂事故は、過去５年間で10件以
上にのぼり、死者も発生しています。ご家庭に設置している
消火器について、使用期限が過ぎていないか、外観に亀裂
やサビがないかなどの確認を行ってください。

消火器の設置場所について

販売店等の連絡先
事業所名
㈱丸八

風雨にさらされる場所や湿気の多い場所に設置すると、
消火器の劣化を早め、いざという時に使用できないだけで
なく、破裂事故が起こる危険があります。
おすすめの設置場所は、火気の使用が多い台所や避難
しやすい玄関口などです。料理の水気や雨傘の水滴がか
からないようにして設置してください。
屋外に設置する場合は専用の保管箱に入れ、消火器本
体に直接風雨がかからないよう注意してください。
富山県東部消防組合消防本部 消防課
魚津消防署

魚津市では『老朽化消火器』をごみとして出しても収
集できません。廃棄するには、回収業者（販売店または指
定引取場所）に引き取ってもらう方法があります。

24-7978
24-7980

ANEC（アネック）
防災システック
北酸㈱魚津支店

所在地

電話番号

魚津市北鬼江364

24-1310

魚津市釈迦堂1-2-5

24-1558

魚津市佐伯65-1

33-5790

魚津市川縁1289-38

24-0085

消火器工業会が指定した指定引取場所 の連絡先
事業所名

所在地

電話番号

㈱モリタ防災テック
富山営業所

富山市牛島新町4-10

076432-2606

富山市赤田622

076421-0958

㈱初田製作所
北越支店
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津
魚
魚津市ふるさと寄附

お礼の品

出品者大募集

近年話題となっている「ふるさと納税」は、魚津市
でも「魚津市ふるさと寄附」として、毎年県内外の魚
津市ゆかりの方をはじめ、多くの方々からご寄附をい
ただいています。
また、寄附者の方々にはそのお礼として、魚津の特
産品をお送りしています。
そこで、より多くの魚津の魅力を県内外の方々に知
っていただくために、寄附者の方々へお送りする魚津
市ならではのお礼の品を募集します。この機会を利用
し、魚津商品の魅力を伝えてみませんか。詳細は、魚
津市企画政策課のホームページをご覧ください。
●募集期間

３月２日㈪～20日㈮

企画政策課企画係（２階）23-1067 FAX23-1054
メールアドレス planners@city.uozu.lg.jp

職員募集のお知らせ
平成27年度 臨時保育士募集
勤務内容
雇用期間

乳幼児の保育全般と保護者指導など
平成27年４月１日～平成28年３月31日
（更新予定あり）
勤務時間 8:30～17:00（休憩45分）※時差勤務あり
勤務を要しない日
日曜･祝日･年末年始（土曜日交代勤務あり）
休暇
有給休暇あり
勤務場所 魚津市内の市立保育園 ８園
賃金
平成27年度から月額増額予定（期末手当、通勤手当あり）
※平成26年度は月額153,450円
その他

社会保険、厚生年金、雇用保険の適用あり
公務災害補償の適用あり

資格
申込方法
申込期間
募集人員

一般財団法人魚津市施設管理公社では、魚津総合公園ミラージュ
ランド遊具運転業務及び園内整備等に従事する日給職員を次のとお
り募集します。
雇用期間

若干名
平成27年３月～11月30日（約９か月間）

申込み･問合せ先 （一財）魚津市施設管理公社 事務局 24-9578
〒937-0857 魚津市三ケ1181-1 ミラージュハウス内
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 育士資格を有する方または取得見込み
保
の方で、心身ともに健康な方
履歴書１部、保育士証をコピーしたもの
１部をこども課に提出
申込み受付中
若干名

こども課保育係（１階⑦窓口） 23-1079

ミラージュランド
日給職員募集
採用人数

引き続き
臨時保育士を募集しています

く ら し

魚津市遺児福祉年金制度

１
･ ００６

富山県障害者スポーツ大会

１
･００５

社会福祉課福祉保護係
（１階⑥番窓口）

３月５日㈭

用水を減水します

５
･６５６
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こども課子育て支 援 係
（１階⑦番窓口）

800

各種相談のお知らせ

50

水泳競技会
●日にち ４月 日㈰
●会場 富山市東富山温水プ
ール
●種目 自由形 背
･ 泳ぎ 平
･
泳ぎ バ
･ タ フライ （各 ｍ か
ｍ ）、 リレー・ メドレーリレー
（各４× ｍ）
50

陸上競技会
●日にち ５月 日㈰
●会場 富山県総合運動公園
陸上競技場
●競争競技
ｍ ･ｍ ･ｍ ･
ｍ ･ ｍ ･ ｍ ・ 車 椅 子 スラ
ローム・４× ｍリレー
●跳躍競技 走り高跳・立ち
幅跳・走り幅跳
●投てき競技 砲丸投げ・ソ
フ ト ボ ー ル投 ・ ビ ー ンバ ッグ
投・ジャベリックスロー
400

両競技会の申込締切

200

※予約不要

義務教育修了前の児童の父
もしくは母、又は養育者が交
通事故や海難事故により死亡
した場合に、遺児の保護者に
対して支給されます。申請の
仕方など、詳しくはお問合せ
ください。
●受給資格 遺児の保護者で
魚津市内に引き続き１年以上
居住している者
●支給日 ５月５日
●支給日 遺児１人につき年
額１万２千円

特別児童扶養手 当 に つ い て

１
･ ００６

こども課子育て支 援 係
（１階⑦番窓口）

25

100

毎月第２ ３･木曜日は行政相談日
●日時 ３月 日㈭・ 日㈭
午後１時～４時
●場所 市役所 階市民相談室
●問合せ 市民課市民係

１･００３

住宅に関する無料相談
今月は、住宅の増改築、水
回りに関する無料相談会を行
います。
●日にち 毎月第３火曜日
●時間 午後１時～４時
●会場 魚津地域建築組合
（北鬼江 ー３）
※電話 相 談 は 、 土 ・ 日 ・ 祝 日 を 除 く
午前８時半から午後５時まで、受
け付けています。（魚津市地域住
宅相談所 
５･０７８）

北陸電力㈱魚津支社電力部
発変電保守課 
６
･２８５
魚津市土地改良区


31

こども課保育係（１階⑦窓口） 23-1079

●減水期間 ３月 日㈭～３
月 日㈫（ 日間）
●減水区間
貝田新円筒分水槽より下流
（中川用水路、経田用水路、
青柳用水路、東山用水路、天
神野用水路、古田用水路、印
田用水路、鴨川用水路、道坂
用水路）
片貝谷発電所沈砂池より下流
（荒井用水路）
黒谷頭首工より下流
（島尻用水路、東城用水路）

19

放課後児童クラブ（学童保育）の入所申込について

片貝谷発電所の発電所機器
点検修理作業のため、用水を
減水します。
ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

●入所条件 児
 童の保護者（近隣在住の祖父母なども含む）が昼間、仕事の
ために不在または病気等で、児童の生活指導が難しい場合
●申込場所 市役所か利用希望の放課後児童クラブ
●申込期限 ３月11日㈬
●入所決定 家庭の状況等を審査し、随時入所の可否を個別に通知

13

23

19

17

100 1500 50

19

職場でのトラブル無料相談会

20

12

1

23
23

身体や精神に重度または中
度以上の障害をもつ 歳未満
の 児 童 の 父 母 や 養 育 者 （父 母
にか わって児 童 を 養 育 している
者）に対して支給されます。受
給を希望される場合は手続き
が必要です。また、所得制限
などの支給条件があります。
●手当額
１級（重度）５１１００円
２級（中度）３４０３０円
（平成 年４月以降）

24

313

●日時 ３月７日㈯ 午前
時～午後３時
●会場 ボルファートとやま
３階 （富山市奥田新町８番１号）
●対象 県内事業所の労働者
と事業主のみなさん
●主催 富山県労働委員会
 ０７６・４４４・２１７２

10

小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により下校
後に保護者が家庭にいない児童を対象に、放課後児童クラブ（学童保育）
を行っています。
４月からの入所希望の方は申込書の提出が必要です。春･夏･冬休み期
間の限定利用や、年度途中からの入所希望の方も提出が
必要です。
なお、入所にあたっては１～３年生を優先します。
各クラブの定員を超えた場合は入所をお待ちいただく
場合がありますので、早めにお申込ください。
22

22

※参加費無料・予約不要

27

23

引越しなどによる一時的に
大量に出るごみについて

環境安全課生活安全係

１･０４８

23

ンティアの方々が大変苦労し
ながら回収しています。同じ
魚津市民同士、他の方に迷惑
をかけるのはやめましょう。
地区の環境巡視員の方々
が、不法投棄のパトロールを
行っています。
不法投棄は「５年以下の懲役
または１千万円以下の罰金（法
人 の場 合 は３ 億 円 以 下 ）」の 犯
罪です。ゴミのポイ捨てや不
法投棄をやめてください。

地区清掃のごみ等の回収に
ついて

１･０４８

23

環境安全課生活安 全 係

１
(階⑪番窓口 )

地区清掃を行う際には、必
ずルールを守りましょう。ル
ールが守られないと、回収に
支障をきたします。申込み時
にルールを確認し、清掃を実
施してください。
回収の申込みは、実施予定
日と具体的な回収希望場所を
日前までにお知らせ下さ
い。実施後の申込みや、清掃
のルールが守られていない
と、回収できない場合があり
ますのでご注意ください。
ボランティア用ごみ袋は、
市役所にてお渡ししていますの
で、事前に必要枚数を確認のう
え、取りに来てください。
10

１(階⑪番窓口 )

地区ステーションでは、他
の住民の方の迷惑となる場合
がありますので、自分で直接
処理場に持ち込みましょう。
なお、もやせないごみの処理
場である宮沢清掃センター（黒
部市）に持込む際には、市役所
環境安全課で事前に手続きが
必要です。
自分で処理場に持ち込むこ
とができない場合は、専門業
者に処分をお願いしましょ
う。処分業者をご紹介します
ので環境安全課までお問合せ
ください。

ゴミのポイ捨てや不法投棄を
やめてください

１･０４８

環境安全課生活安全係

１
(階⑪番窓口 )

ゴミのポイ捨てや不法投棄
が後を絶ちません。一部の心
無い人が捨てたゴミを、ボラ

23

狂犬病予防集合注射のご案内
●毎年１回飼い犬には狂犬病予防注射を受けさせましょう
狂犬病予防集合注射を右記の日程で行います。お近くの
会場で受けてください。案内ハガキが届いた方は、問診票
を必ず記入のうえ、ご持参ください。

実施日

実施時間

費用 3,200円（内訳 注射料2,650円 注射済票550円）
9:00～ 9:15

※新規に登録の場合は登録手数料としてさらに3,000円が必要
になります。
※狂犬病予防法により、生後91日以上の犬への接種が、飼い主に
義務付けられています。

４月15日㈬

9:30～ 9:45 横枕公民館

４月16日㈭

201５-3

9:55～10:10 石垣新公民館
10:20～10:40 上野方公民館
10:55～11:20 魚津市農村環境改善センター
9:00～ 9:15 西布施公民館
9:25～ 9:40 天神公民館
9:50～10:05 新川森林組合
10:15～10:40 経田公民館
10:55～11:25 青島三区公民館

４月19日㈰

環境安全課環境政策係（１階⑩番窓口）

広報うおづ

9:55～10:15 下中島公民館

9:00～ 9:15 片貝公民館

４月17日㈮

飼い主の知らない間に飼い猫がご近所に迷惑をかけてい
る場合があります。今一度、飼い方を見直して、誰もが気
持ちよく生活できるように心がけましょう。また、飼い主
のいない猫に安易にえさを与えないようにしましょう。

1７

9:25～ 9:45 上中島公民館

11:00～11:15 日本カーバイド厚生会館

・散歩の時は、リードでつなぎ、責任をもってフン尿の始
末をしましょう。
・無駄ぼえや悪臭など周囲の迷惑にならないような飼い方
を心がけましょう。
・公園での放し飼いはやめましょう。
●猫の飼い方について

稗畠営農組合倉庫前
（農協旧松倉支店向かい）

10:30～10:50 新川厚生センター魚津支所

その他 登
 録鑑札を紛失した方は、再交付の手続きをお
願いします。（再交付手数料1,600円）
飼 い犬の死亡、飼い主の住所・氏名変更の場合
は、届出をしてください。
●飼い主のマナーを守りましょう

会場

9:00～11:00 魚津市役所
11:20～11:50 大町公民館

23-1004

片貝川の伐採木を提供し
ます

※詳しくは国税庁ＨＰをご覧ください。

紙に出力してそのまま税務署
に提出することやｅ‐Ｔａｘ
（電 子 申 告 ）に よ る 提 出 も で き
ます。

面積（㎡）

９

474.08（143.41坪）

6,310,000

44,000
44

331.33（100.23坪）

4,710,000

47,000

45

331.47（100.27坪）

4,712,000

47,000

13

す。毎日レッスン内容が変わ
るので、３日間受講すること
がベストです（１日単位の受
講もできます）
●日時 ３月 日㈬～ 日㈮
午後７時半～９時半
●会場 桃山屋内テニスコート
●対象 一般 学･生
●定員
名
●受講料 ３千円（１回千円）
11

※申込みは電話かメールで、住所 氏

･
名 生
･ 年月日 希
･ 望クラスをお伝え
ください。
※ラケ ッ ト は 、 原 則 参 加 者 で 準 備 し
てください。事前に申込みがあれ
ば数本は準備できます。

申込み･問合せ 建設課用地開発係
（３階） 23-1089

（魚津地域建築組合内）

５
･０７８

魚津建築高等職業訓練校

魚津建築高等職業訓練校
訓練生募集

（平成27年１月31日現在）

※経費は事業主負担

３月

日㈮

訓練修了者には、県知事の
認定修了書が交付され、国家
試験２級技能士の受験資格（学
科試験は免除）が得られます。
●訓練期間 ２年間（月５回）
毎週水曜日及び第２土曜日

●申込締切

1８

広報うおづ

201５-3

新川土木センター
９･ １２５

ｍ未満の船舶に限ります。

初心者、初級者、中級以上
とレベルに合わせて指導しま

坪単価（円）
No.

価格（円）



３月市議会定例会日程
２日㈪
日㈫
日㈬
日㈭
日㈮
日㈪
日㈫

定例会開会
代表・個別質問
個別質問
予算特別委員会
予算特別委員会
予算特別委員会
民生委員会
産業建設委員会
総務文教委員会
討論・採決

集

日㈬
日㈮

募

経田漁港ボート ヤ ー ド 等 の

※ 申請 書 、誓 約 書 は経 田 マリーナ管 理 事

７
･ ７８２


０
･０７７
imura@spo-uozu.com

魚津桃山運動公園（井村）

インドアテニススクール
受講生募集

10

務所窓口にあります。

魚津漁業協同組合 経 田 支 所

※艇長




１
･ １０５
経田マリーナ管理 事 務 所

新規利用者についても随時募
集しています。
●必要書類等 船舶検査証書
（写 ）、 申 請 者 の 住 民 票 、 申 請
書、誓約書、印鑑
●空き収容スペース ボート
ヤード・浮桟橋（随時募集中）

■価格表

※詳しくは２月号をご覧ください。

利用更新及び新規利用者募集

とみ里団地
最新
情報は

片貝川河川敷の伐採木を無償
提供します。ただし、自家消費
で運搬可 能 な 方 に 限 り ま す 。
●日時 ３月７日㈯ 午前８
時半～
●場所 片貝川左岸河川敷
（片貝大橋の下）
※詳細 は 新 川 土 木 セ ン タ ー の ホ ー ム
ページまで。

１
･０ ０ ９

もう、お済みですか？
税の申告
税務課住民税係
（１階⑭番窓口）

申告の期限は３月 日㈪で
す。自分で書いてお早めに！
確定申告は、昨年１年間の
収支の総決算です。申告書は
自分で書いて提出しましょ
う。市役所では期間中、申告
相談窓口を設けますので、わ
からないことがある時はご利
用ください。

魚津市とみ里団地
分譲申込受付中

～プレジャーボートを
お持ちの方へ～
現在、経田漁港ボートヤー
ド及び浮桟橋をご利用の方は
利用更新の手続きを３月 日
までに行って下さい。収容ス
ペ―スに余裕がありますので
20

22

17 16 13 12 11 10

自宅のパソコンで
申告書が作れます
国税庁ホームページの「確定
申 告 書 等 作 成 コーナー」に ア ク
セスし、画面の案内に従って
金額等を入力することで、確
定申告書を作成できます。
作成した申告書をＡ４の用

22

24

40

●おかげさまで あと３区画 です。
●公益費の負担は必要ありません。
22

20

16

20 18

22
23

県民カレッジ新川地区センター

前期 通･年の受講者募集

富山県技術専門学院
新川センター入校生募集


０･２５１

富山県技術専門学院新川センター



中国語講座
※随時受付

●申込締切

３月

日㈪

平成 年度 魚津市スポー
ツ少年団 団員募集

魚津桃山運動公園（井村）

広報モニター募集

企画政策課広報広聴係

 １
･０１５
info@city.uozu.lg.jp

20

☎23-1007

社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）

魚津市日中友好協会
 ０９０ ９･４４１ ８･８４２（野崎）
 ０９０ ２･３７２ ５･５４０（大西）

2

31

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）

０
･０７７

※上記地区以外の方はコミュニティバスをご利用ください。



より親しみのある広報誌を
目指しモニターを募集しま
す。主な仕事は月 回のアン
ケートの提出です。地域の話
題などもお聞かせください。
●対象 市内在住の満 歳以
上の方
●募集人数
名以内

３/４㈬･11㈬･18㈬･25㈬

西布施

中国人の先生が発音から丁
寧に指導します。
基礎コース（初心者の方）
発音から基礎まで
毎週火曜日午後７時～９時
会話コース（基礎ができる方）
日常会話の練習
毎週月曜日午後７時～９時

23

1

※地区 等 の バ ラ ン ス を 考 慮 す る 場 合
があります。

●経田福祉センター行き

無料

10

●任期 ４月から 年間
●謝礼 年間５千円程度
●申込締切 ３月 日㈫

３/６㈮･13㈮･20㈮･27㈮

※ 電話またはメールでお申込みください。

片貝・加積

魚津市スポーツ少年団で
は、平成 年度の団員の募集
をしています。
魚津市には、 種目・ 団
のスポーツ少年団があり、平
成 年度は、市内児童の ％
が登録をしています。
対象の学年や活動日について
は、それぞれの団で異なります
ので、詳細については、事務局
までお問い合わせください。

●福祉センター百楽荘行き

日㈪まで

３/３㈫･10㈫･17㈫･24㈫･31㈫

30

※募集 要 項 は ３ 月 中 に 市 内 小 学 校 に
送付予定です。

虎谷・石垣新

37

33

福祉バス運行表

10

10

20

寝たきりや認知症などの高齢者の方を介護している家
族が集まって、お互いの介護経験を話し合ったり悩みを
相談したりします。

15

おたっしゃ介護予防教室

30
『介護家族の集い』に参加しませんか？

27

県民カレッジ新川地区センター
（新川みどり野高校内）


※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能
天王団地３戸（ 2号棟 １階と４階 3DK 82.30㎡
和８帖  洋８帖･６帖 DK９帖 サンルーム有
家賃 60,000円 駐車場２台分含む）※１階１戸、４階２戸

27

福祉センター百楽荘・経田福祉センター

４･００１

●特定公共賃貸住宅

●受講料

上記申込期間は３月２日㈪～31日㈫です。

26

22

県民カレッジ新川地区セン
●募集科 訓･練期間
ターでは、平成 年度前期 通
･
エコ住宅リフォーム科
年「ふるさと発見講座」、前期 ･
（新設）企業実習付コース
通 年 「共 学 講 座 」の 受 講 者 を 募
訓練期間１年（定員 名）
集します。（前期４月～９月、
※企業でのインターンシップ有
通年４月～２月）
一般コース
詳しくは市役所 図
･ 書館 公
･
訓練期間６か月（定員 名）
民館などに置いてあるセンタ
ビジネス実務科
ー だ よ り 『みど り野 』３ 月 号 を
パソコン 経･理コース
ご覧ください。
訓練期間４か月（定員 名）
●申込期限 ３月 日㈰必着

 郎丸団地１戸（３号棟 ４階 3DK 61.63㎡ 駐車
六
場１台分）

※別途教科書代等がかかります。

 野方団地１戸（ 3号棟 2階 3DK 79.34㎡ 和６帖  
上
洋８帖･６帖 DK９帖 サンルーム有 家賃62,000円
駐車場１台分含む）

27

22

※定員を超えた場合は抽選（共学講座
は初めての方を優先）

●市営住宅

22

（火、木、金、土）
（水、木）

●百楽荘
●経田福祉センター

☎24-7307
☎24-3241
（月曜休館）

10:00～15:00
●問合せ つむぎ倶楽部
●日時 ３月５日㈭
●利用料 300円

３月

認知症を患う方とその家族、介護に従事している方な
どもお気軽にお立ち寄りください。

●募集期間

３月のオレンジカフェつむぎ

※別途教材代が必要

※初めての方は事前にご連絡ください。

52

☎22-6006
吉島511

つむぎ倶楽部

●会場 農村環境改善センター
●受講期間 ４月～翌年３月
●受講料
各 コー ス月 額
３ ５ ０ ０ 円（両 コース受 講 の場
合は月額４５００円）

201５-3
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1９

３/10㈫・24㈫

●実施日

３月20日㈮ 13:30～16:00
地域包括支援センター予防係 23-1093
●日時
●問合せ

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

1

39

うおづ深読み第２弾
「大島忠康について」

５
･９７６

※優先 入 場 券 を 新 川 青 年 会 議 所 で 事
前配布します。

４
･３０１

北陸新幹線開業記念イベント
海の駅蜃気楼
海の駅蜃気楼


①魚津 の 朝 市 「海 鮮 ど ど ん 焼
き」販売
②ご来場のお客様に粗品進呈
●日時 ３月 日㈰ 午前 時～

２０
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（公社）新川青年会議所
３月度講演会
新川青年会議所


「 ＮＯ ＦＩＳＨ ＮＯ ＬＩＦＥ
～怪魚ハンター夢を釣る～」
夢に向かい挑戦することの
大切さを、怪魚ハンターとし
ての活動や世界 ヶ国を旅し
た経験談を交えながら講演し
ます。巨大イカの魚拓や釣竿
の展示、アリゲーターガーの
実物大模型との写真撮影企画
もあり、より身近に世界の壮
大なスケールが体感できます。
●日時
月 日㈯ 午後２
時開演（午後１時から受付）
●会場 入善まちなか交流施
設うるおい館
●定員
名（入場無料）
●講師 小塚 拓矢 氏

22

ＪＩＣＡボランティア
平成 年度 春募集
 ０７６・２３３・５ ９ ３ １

４月11日㈯
10:00～12:30

催 し 物

高岡市

魚津駅前観光案内 所
 ２
･ ２４４

3

※その 他 イ ベ ン ト 盛 り 沢 山 に て 開 催
致します。

10

４月2日㈭
18:30～20:30

聞かなきゃわからない、魚
津 の 「深 い」と こ ろ 。 元 魚 津 町
長、樺太豊原市長である大島
忠康について一緒に勉強して
みませんか？
●日時
月４日㈬ 午後７時
●会場 道下公民館
●講師 本元 義明 先生
※入場無料

14

15

３月29日㈰
10:00～12:30

ＪＩＣＡ北陸 ボ･ランティア担当

20

ウィング･ウィング高岡
研修室501
富山市
22

250

富山市

URL: www.jica.go.jp

今、開発途上国では様々な
分野において、わたしたちの
技術 知
･識 経
･ 験が必要とされ
ています。
あなたも、海外ボランティ
アへの扉をたたいてみません
か。
●募集ボランティア 青年
海外協力隊（ 歳～ 歳対
象）、シニア海外ボランティ
ア（ 歳～ 歳対象）
●募集職種 農林水産、加
工、保守操作、土木建築、保
健衛生、教育文化、社会福
祉、観光 商･業、スポーツなど
●募集期間 ４月 日㈬～５
月 日㈪
下記の日程で「体験談＆説
明会」を実施します。予約・
参加費は不要です。
内容は事業概要、応募要領
説明、経験者との交流、個別
相談等です。興味のある方な
ら、どなたでもお気軽にお越
し下さい！ 高校生、大学生も
大歓迎です！
69

サンシップとやま
研修室704

日時

3

36

24

in

説明会場
市町村

27

40

11

3,000 円

健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

3,000 円

ミラージュランド

三ケ

▼善意銀行

（社会福祉協議会）

22-8388

吉島

76,519 円

藤間流華松会

宮津

9,500 円

（故）只石 秋男

本江新町

長教寺 唱題会

双葉町

15,500 円

模擬結婚式

8,000 円

プリンセスウェディング

ひな人形
（お内裏様、お雛様1対）

滑川市柳原

▼新川森林組合設立30周年記念として

魚津の特色を生かした手作り感のある模擬結婚式を開催し
ます。観覧自由ですので、気軽にお立ち寄りください。

新川産 立山杉
会議室用テーブル１台

新川森林組合

●日時 ３月22日㈰ 14:00～（予定）
●場所 有磯海SA下り線 恋人の聖地
●主催 魚津市こうのとりチーム

ありそドーム
（火曜休館）

23

100,000 円

魚津第二保育園職員一同 新金屋二丁目
森 幸子

23

53,824 円

（株）シキノハイテック

3

☎23-9800
先着50名の観覧者には、
りんごのロールケーキをプ
レゼントします。

●開館時間 8:30～21:30
●トレーニングルーム利用時間
平日･土曜10:00～21:30 日曜･祝日10:00～17:00
●ランニングコースが使用できない日時
３/1㈰

19:00まで×

20㈮

18:00から×

7㈯

終日

21㈯

終日

8㈰

17:00まで×

22㈰

終日

14㈯

終日

28㈯

終日

15㈰

17:30まで×

29㈰

17:00まで×

生涯学習･スポーツ課生涯学習係（第１分庁舎） 23-1045

魚津市生涯学習フェスティバル
魚津市生涯学習教室の受講生とOBのみなさん（友の会）、学び
の森青年会のみなさんが学習成果を発表します。また各地区の
公民館で活動しているサークルの展示などもあります。

作品展示
場所

10:00～16:30

正面入り口、各部屋、廊下

生涯学習教室・友の会
写真、和布こもの、
簡単≪感嘆≫手芸、絵画、絵手紙
学びの森青年教室
お茶席
公民館サークル等
絵手紙、押絵、編物、俳句、
パッチワーク、絵画、歴史
問合せ先

２１
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旧魚津御塩蔵調査報告会

天神野新

生涯学習 ス
･ ポーツ課文化係
（第１分庁舎）
１
･ ０４５

三井自動車（株）友の会

～明らかとなった
巨大な御塩蔵の全貌～

▼社会福祉基金

昨年実施した、加賀藩ゆか
りの建物、旧魚津御塩蔵の調
査結果について解説します。
●日時
月 日㈪ 午後７
時（午後６時半開場）
●会場 大町公民館
●講師 上野 幸夫 氏（職藝
学院教授）

※参加費無料、
事前申込不要

ご寄付ありがとうございました

●日時
●会場

ります

体験コーナーあ

３月15日㈰ 10:00～16:30
新川学びの森天神山交流館

ステージ 13:30～16:00
場所

桜ホール

生涯学習教室･友の会
コーラス、マンドリン･ギター
民謡、フラダンス、中国語会話
学びの森青年教室
ストリートダンス、着付け
公民館サークル等
詩舞、フラダンス

生涯学習･スポーツ課生涯学習係（第１分庁舎）

23-1045

ミラージュランド

24-6999

http://www.nice-tv.jp/~mirage/

●ミラージュランド オープニングイベント
14日･15日の２日間は、お一人様１日1,000円にて
遊具に終日乗り放題
営業時間（遊具利用時間） 10:00～16:00
※通常遊具利用券の販売も行います
●早月川パークゴルフ場オープン
開園日
４月１日㈬
開園期間 ４月１日㈬～12月６日㈰
営業時間 9:00～17:00（６月～８月は7:00～18:00）
休園日
水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日休園、
臨時休園有り） ※４月１日㈬は特別開園
●パークゴルフ場の年間パスポート販売について
年間パスポートの販売を３月１日㈰から開始します。
パスポート料金 15,430円（１シーズン）
販売場所 ミラージュハウス ※水曜休館
※お申し込みの際にはパスポートに貼付するご自身の顔写真
（縦３cm×横２cm）が必要となります。

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

●「学びの森音楽祭」 第１回 さくらピアノコンサート
 平成26年８月に行われた学びの森ピアノフェスティ
バルにおいて「さくら音楽賞」を受賞した方々によ
るコンサートです。
日時 ３月８日㈰ 14:00～
会場 新川文化ホール 小ホール
※入場無料、要整理券（整理券は学びの森交流館
で配布しています。）

魚津水族館

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●越中ブリコーナー
 富山湾大水槽を泳ぐブリやハ
マチを見ながら、出世魚ブリの
生態や「富山のブリ文化」をパネ
ル展示。定置網内で撮影したブ
リの映像も展示しています。
●北陸の水族館 ３館合同ステップアップキャンペーン
期間

３月14日㈯～８月31日㈪

 北陸にある魚津水族館･のとじま水族館･越前松島水
族館の各水族館を訪れると、入館料を10％、20％、30％
割引きとする企画です。
10％OFF ＨＰからチラシを印刷して持参
20％OFF 他の水族館のスタンプを押したチラシを持参
30％OFF 他の二つの水族館のスタンプを押したチラシを持参

●寺子屋音楽教室発表会
 学びの森交流館で楽器を習っているみなさんの
成果発表会です。※すべて入場無料
①ピアノ・オカリナ・フルート
日時 ３月１日㈰ 10:30～
会場 桜ホール
②ドラム・ボイストレーニング・アコースティックギター
日時 ３月７日㈯ 13:00～
会場 合奏室
③クラリネット
日時 ３月７日㈯ 18:00～
会場 桜ホール

●「リュウグウノツカイ」コーナー
 富山湾で捕獲されたリュウグウノツカイ（4ｍ）の標
本と、実物大のリアルな模型を展示中です。
●ホタルイカ発光実験開始
神秘の光「ホタルイカの発光」を間近で体験
期間
会場

３月15日㈰～５月24日㈰の日曜･祝日
１日５回、おさかなショー後に実施（所要時間20分）
魚津水族館３階 レクチャーホール

●ホタルイカ発光水槽新設
 おさかなショーコーナーの一角に、ホタルイカの腕
発光を見せる「ホタルイカ発光水槽」を設置します。
期間中は腕発光を確実に見ることができます。
期間

会場

３月14日㈯～５月24日㈰
（漁 獲状況により、展示期間が
変更になることがあります。）
魚津水族館３階
おさかなショーコーナー

201５-3
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児童センターだより

図書館からのお知らせ

９：３０～１8：００（休館日 日曜・祝日）

22-0462

http://www.lib.city.uozu.toyama.jp/

開館時間

火曜～金曜 9:00～21:00
土・日・祝 9:00～17:00

休 館 日

３/２㈪･９㈪･16㈪･23㈪
･26㈭･30㈪

※参加費の記載がないものは参加無料です。

こばと

大町 24-2402

●３月18日㈬ 14:00～・19日㈭ 15:30～
パソコンで名刺づくり
（定員１日８名 参加費30円）

●３月27日㈮ 13:30～
春ルンルンパーティーIN身障デイ （定員20名）

かもめ

経田 23-1777

●３月２日㈪～５日㈭ 3:30～
パソコンでペーパークラフト
（定員１日６名 参加費30円）

●３月26日㈭ 10:30～
公民館でクッキング ～桜ひらひらちらしずし～
（定員15名 参加費250円とお米１合）

つばめ

本江 23-5133

●３月９日㈪～11日㈬ 15:30～
おにＭＡＸ （定員なし）
●３月18日㈬ 14:00～
春らんらんパーティー （定員30名 参加費100円）

ひばり

吉島 23-0500

●３月２日㈪・５日㈭ 15:30～
ひばりカフェ～ぷるんぷるんグミ～
（定員１日12名 参加費50円）

●３月16日㈪・18日㈬ 15:30～
スポーツチャンバラ （定員20名）

すずめ

道下 23-0522

●３月４日㈬～６日㈮ 15:30～
パソコンでつくろう～スクラップブッキング～
（定員１日12名 参加費50円 持ち物:写真２枚）

●３月10日㈫～11日㈬ 15:30～
カラフルグミ （定員１日15名 参加費50円）

親子教室 『ひろば』 に遊びに来ませんか？
対象
日時
場所
会費

未就園児とその保護者なら誰でも
３月２日㈪、９日㈪、16日㈪
9:30～12:30
つばめ・ひばり・すずめ 各児童センター
必要に応じて徴収します

開館10周年を迎えました
おかげさまで魚津市立図書館
は、３月26日に新館開館10周年を
迎えます。これまでの10年間、利
用してくださったみなさまに感謝
し、これからもずっと図書館が、
市民のみなさまにとって身近な存
在でありたいと願っています。
10年の節目の今年、多彩な催し
を企画しています。広報、ホーム
ページ等でお知らせしますので、
ぜひご参加ください。
－開館10周年記念事業－

｢さようならJR特急列車｣写真展
●３月１日㈰～15日㈰
北陸新幹線開業に伴い廃止とな
る、はくたか、北越等の写真を展
示します。

ふるさと歴史講座
●日時

３月７日㈯

13:30～

演題

｢ 江戸幕府の採草使派遣から
越中売薬へ｣

講師

三由利夫氏（魚津歴史同好会会員）

参加費

40円（資料代）

対象 未就園児とその保護者
開催日･会費･時間など
毎週水曜 １歳児15組（会員制）･1500円/年
毎週金曜 ２歳以上児15組（会員制）･1500円/年
毎週月曜 会員以外も自由参加可能･必要に応
じて会費徴収（毎週月曜については、つばめ･ひ
ばり･すずめ児童センターのみ）
時間はともに 9:30～12:30
受付期間 3/9㈪ 10:00から先着順
※各児童センターで申込みください（電話不可）

２３
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●おはなしを楽しむ会
３/７㈯･14㈯･21㈯･28㈯
10:30～
●ひまわりの会
３/15㈰ 10:30～
※お はなしを聞いた後は、お
りがみで楽しみましょう。

桜井高校・魚津高校放送部合同公演
朗読劇「おおかみこどもの雨と雪」

●３月21日㈯ 14:00～15:00
桜井高校と魚津高校の放送
部が合同で、日頃の練習の成
果を披露します。

2015 魚津高校美術部作品展
●３月17日㈫～24日㈫
かわいらしいイラストや思いを
込めた油絵など、高校生たちの
創造の世界をお楽しみください。
楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
デジタル時代の知識創造

図書館シネマ倶楽部

｢就活｣と日本社会

●日時 ３月８日㈰ 14:00～
●作品 「ラジオ」
東日本大震災の被災地･宮城県女
川町に実在する｢女川さいがいFM｣
から生まれたドラマ。
被災地で生きる女子高生と彼女
を見守る大人たちが織りなす青春
群像です。
（2014年放送、NHK特集ドラマ、本編89分）

巽好幸

深海、もうひとつの宇宙

－開館10周年記念事業－

●日時 ３月28日㈯～29日㈰
除籍した図書資料、市民からの
寄贈本、ビデオ等を約2000点無料
で配布します。
本、雑誌等合わせて一人５点ま
で、なくなり次第終了します。

北里洋

子どものミカタ

山登敬之

｢反原発｣異論

吉本隆明

●文学･小説
鏡山お初

小寺雅夫

サナキの森

彩藤アザミ

ＥＶＥＮＡ

椎名誠

我が心の底の光

貫井徳郎

絶唱

りさいくるブックフェア

長尾真
常見陽平

和食はなぜ美味しい

H27年度 親子教室会員募集
親子のふれあい、子ども同士・親同士の交流の
場となる教室です。子育ての不安や悩みの解消に
役立つ講演や相談会も実施します。（4月以降開催）

みんな集まれ！ お話の会

サーカスナイト

湊かなえ
よしもとばなな

●児童･中高生向け
よくわかる
LED･発光ダイオードのしくみ 伊藤尚未
江戸のお店屋さん

藤川智子

パオズになったおひなさま 佐和みずえ
妖怪きょうだい学校へ行く

富安陽子

いきものとこや

塚本やすし

くれよんのくろくん

なかやみわ

イベントについて、特に表記のないものは入場無料、事前予約不要です。

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825
平野クリニック
3/8㈰
本江
☎23-5230
大﨑クリニック
3/15㈰
寿町
☎23-1001
青山内科
3/21(土·祝)
仏田
☎25-0250
かごうら皮ふ科クリニック
3/22㈰
吉島
☎23-6060
みのう医科歯科クリニック
3/29㈰
北鬼江 ☎22-0500
ありそクリニック
4/5㈰
北鬼江 ☎25-0120
3/1㈰

※この教室は、食生活改善推進員の養成講座になって
います。

講義
調理実習と試食
講義及び実技
（9:30～10:30）
（10:40～13:00）
（13:00～14:30）
開講式・オリエンテーション
4/28㈫
バランスのよい献立 健康チェックをしよう
魚津市の保健事業について
加工食品や外食の栄養成分
5/19㈫
栄養学
うす味の料理の工夫
表示とその利用について
衛生的に食品を扱う
6/16㈫ 生活習慣病の予防について 生活習慣病予防の食事
ために
開催日

7/14㈫

メタボと糖尿病の予防

メタボ予防の食事

運動と休養について

9/15㈫

ロコモってなあに？

ロコモ予防の食事

心の健康について

10/20㈫

献立をたてよう(Ⅰ)

年代別の食事

歯と口の健康管理

12/15㈫

（診療時間9:00～17:00）

一般医

定員
30名（先着順）
受講料 年間 2,000円
会場·申込·問合せ 健康センター

献立をたてよう(Ⅱ)

み ん な の 保 健 室

健康と栄養について学びませんか？男性の方も大歓迎です。

11/17㈫

休日当番医

栄養教室の受講生を募集します

平成27年度

お正月料理

冬場の運動（実技）
閉講式·反省会

ー年代別食事－ 献立発表会

※実施日及び内容は、都合により変更することがあります。

健康づくりイベント

〈予約制〉

１日限りの健康センター食堂
昨年12月に好評だった「健康センター食堂」をまた開店します。バランスの良い
食生活を体験しましょう。（過去に参加したことがある方はご遠慮ください。）

3/1㈰

モズミ歯科クリニック
舟橋村舟橋 ☎076-464-2540

森本歯科医院
本町
☎22-8400
米山歯科クリニック
3/15㈰
新宿
☎24-7811
奥村歯科医院
3/21(土·祝)
吉島
☎24-5757
稲場歯科医院
3/22㈰
文化町 ☎22-0243
奥川歯科医院
3/29㈰
金浦町 ☎22-0900
江口おくがわ歯科医院
4/5㈰
江口
☎22-2607
3/8㈰

魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９
子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

日時 3/17㈫ 11:30～13:00 参加費 300円
会場·申込·問合せ 健康センター（先着30名）

歯科医

「ミラたん健康ポイント2014」への応募、ありがとうございました
昨年８月から実施した「ミラたん健康ポイント2014」
には、326通の応募がありました。抽選の結果、当選さ
れた方には個別に記念品のご案内をいたします。

県内病院就職ガイダンス
県内の公的病院や民間病院に就業を希望する方を対象に、医療機関の人事
担当者との面談、相談を行います。（参加無料、予約不要、家族の参加可）
日時 3/14㈯ 9:00～12:00
会場 富山県看護研修センター（富山県看護協会内）
県西部地区の病院 日時 3/14㈯ 13:00～16:00
会場 ウイング·ウイング高岡５階
対象者 看護師等学校·養成所卒業見込みの学生、Ｕターンを希望する看護職員等
問合せ 富山県看護協会 富山県ナースセンター ☎076-433-5251

新川医療圏
小児急患センター
診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
   ※受付 21:45まで
○日曜祝日（土曜は除く）
9:00～12:00、14:00～17:00
場所・問合せ
黒部市民病院 54-2211

県東部地区の病院

こころの健康相談
思春期、うつ病、統合失調症、認知症、アルコール相談などのこころの不調や病気
についての相談会です。（前日までに要予約）
開催日 3/25㈬（毎週第４水曜日）午後
内容 精神科医師による個別相談
会場·申込·問合せ 新川厚生センター魚津支所地域健康課 ☎24-0359
※なお、保健師による相談は随時受付しています。

無料メンタルヘルス（心の健康）相談
50人未満の事業所で働いている方や、
労働衛生管理を担当している方を対象に、
専門医がご相談に対応します。（電話でも
相談を受け付けます。）

日時·場所

3/7㈯ 10:00～12:00
魚津緑ヶ丘病院
3/14㈯ 10:00～12:00
魚津神経サナトリウム

問合せ 魚津地域産業保健センター
（医師会館内）☎22-0318
※事前に電話での予約をお願いします。
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予 防 接 種

◆持ち物
◆接種場所

子ども予防接種週間

母 子 保 健

予防接種券付き予診票、母子健康手帳、保険証
市内指定医療機関（要予約）

３月１日㈰～７日㈯

必要
会場

健

ジフテリア·破傷風混合第２期

平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれの児
（小学６年生相当）

康

水痘（経過措置）

３、４歳児（５歳の誕生日の前日まで）
※すでに水痘（水ぼうそう）にかかった方や任意
接種を受けた方は対象となりません。
※経過措置のため、今年度限りの措置です。

種類
麻しん·風しん第２期

査

昨年８月に日本脳炎予防接種（積極的勧奨）のご案内をしています。20
歳の誕生日の前日まで接種できますが、進学や就職の前に接種を済ませて
おきましょう。

よこだ

横田

すみこ

澄子さん（87歳・経田地区）

「自分のことは自分でするようにしている。
地域の中でもできることはしていきたい。」と
話す横田さん。定年まで小学校で教員を務め、
長い勤務年数の中で仕事を休んだのは風邪で１
日か２日だけというのが驚きです。歩くことが
好きなので自宅から黒部市の石田小学校まで歩
いて通うこともありました。また、バスで通勤
した別の学校でも、冬はバスが時間どおりに来
ないことが多かったためよく歩いたそうです。
退職後は、公民館で大正琴と社交ダンスを習い、今も続けていま
す。大正琴は文化祭や敬老会などで演奏を披露する機会も多く、聴
く人達と一緒に楽しんでいます。家の敷地内で始めた家庭菜園は、
新鮮な野菜がすぐ手に入るのがいいそうです。
健康の秘訣は、よく噛んでゆっくり食事をすることと毎朝の習慣
になっているラジオ体操です。自然体で健康的な生活を送る横田さ
ん、これからもますますお元気で。

２５
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●ごっくんルーム（栄養相談）
対 象 離乳食を始めて１か月以内の児
実施日 3/20㈮
受付時間 10:00～10:15
●もぐもぐ教室
対 象 生後8～10か月児とその家族
実施日 3/13㈮
受付時間 10:00～10:15
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

介護予防を目的とした教室です。※初めての方は、事前にお申込みください。
日時 3/10㈫、24㈫ ※各日9:30～11:30
会場 健康センター
問合せ 地域包括支援センター（社会福祉課内） 23-1093

3/18㈬
13:00～13:30

歯

ゆったり元気教室

3/10㈫、4/7㈫
13:00～13:30

室

♪３月、４月の育児サロン（保育園·幼稚園）はお休みです。♪

実施日
受付時間

※事前に案内を送ります

教

育児サロン

※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

平成26年度高齢者肺炎球菌予防接種は、３月31日までです
助成対象 魚津市民で、接種を希望する下記の方
①65歳の方
経過措置（平成26～31年度）として、70·75·80·85·90·95歳及び100歳以上
となる方
②60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器又は免疫の機能に日常生活活動が極度
に制限される程度の障害を有する方（身体障害者手帳１級の提示が必要）
接種回数 １回 接種料金 2,500円（生活保護世帯の方は減免制度あり）
接種場所 市内指定医療機関（要予約）

●１歳６か月児健診
対 象 平成25年8月生まれの児

●３歳児健診
対 象 平成23年9月生まれの児

高校３年生の方へ、進学·就職の前に「日本脳炎」の確認を

◆期限を過ぎると全額自己負担となります。
◆転入等で予診票がない方は、母子健康手帳をお持ちになり健康センターへおいで
ください。

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 3/12㈭、4/9㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

診

４月からの入園·入学に備え、必要な予防接種を済ませて
おきましょう。
対象
平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれの児
（保育園·幼稚園年長相当）

３月31日が接種期限です

母子健康手帳
健康センター

対象
日時

●フッ素塗布
２歳または２歳６か月になる児
3/13㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象 １歳６か月または３歳になる児
日時 3/19㈭ 受付時間 13:00～13:30

子育て支援センター「のびのび」「にこにこ」
☆子育て支援センターのびのび（健康センター内）
「のびのび広場」
開設時間 平日9:00～12:00、13:00～16:00
「赤ちゃん広場」
日時 3/18㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
☆子育て支援センターにこにこ
（加積保育園内
☎23-2225）
「にこにこ広場」
開設時間 平日9:00～12:00、13:00～15:00
◆行事等は、それぞれ魚津市ＨＰ、加積保育園
ＨＰでご確認ください。

妊婦さんの集い
先輩ママや赤ちゃん、妊婦さん同士で交流しま
しょう。助産師さんのお話もあります。
対象 妊娠中期から後期の妊婦さん
日にち 3/18㈬ 受付時間 9:45～10:00
会場·申込·問合せ 健康センター（前日までに要申込）

経田っ子まつり2015
実行委員会

上中島小学校

６年生

ひろき

木

たいせい

大成くん

将来の夢は、薬
剤師になることで
す。なぜなら、病
気やけがを治す手
助けができると思
うからです。以
前、ぼくがかぜを
ひいて薬を受け取
るとき、薬剤師さんに「食後に一錠、必
ず飲んで早く治してね。」と優しく親切
に声をかけてもらい、気持ちが楽になり
ました。思いやりのある一言で、相手の
気持ちまで楽にできると感じました。
薬剤師になるためにも、薬の種類や効
果を学びながら、人に対する思いやりの
心を大切にしていきたいと思います。

６年生

かごせ

籠瀨

りさ

理紗さん

将来の夢は、動
物園の飼育員にな
ることです。私
は、小さい頃から
動物が大好きで、
よく動物園に行っ
ていました。ま
た、家の向かいに

２月のある土曜日、経田公民
館に小中学生が40人ほど集まっ
てがやがやと打ち合わせをして
います。ホワイトボードには、スタ
ンプラリー、くじ引き、おばけやし
き、など楽しそうな言葉が並ぶと
ころをみると、お祭りの企画の話
し合いのようです。今回は、経田
地区の子ども達が中心になって ▲実行委員会で話し合う様子
活動する「経田っ子まつり2015実行委員会」を紹介します。
「経田っ子まつり」のスタートは今からさかのぼること15年前の平成
12年。当時高校生で現在はこの実行委員会の会長を務める髙瀨康太さ
ん（東町在住）が、経田の子ども達の手で祭りを作り上げたいと公民館
へ提案したことがきっかけです。経田小学校の５、６年生と東部中学校
の１、２年生の経田小学校出身者から実行委員を募集し、自発的に集
まったメンバーで祭りを作り上げてきました。平成16年まで毎年開催し
その後しばらく休止しましたが、要望に応え平成23年から再び開催し今
回で10回目を迎えます。
実行委員は学年や学校の枠を越え、協力し合って祭りを作り上げて
いきます。中学生はこれまでに実行委員の経験がある人がほとんどで、
小学生をリードしまとめる役目です。また、今回は小学６年生からの応
募が25名と大変多かったことが特徴で、これまでお客さんとして参加し
てきた祭りを自分たちの手でさらに盛り上げようと意気込んでいます。
実行委員長の清野真結さん（東部中２年）は「小学５年生の時から
ずっと実行委員をしている。経田っ子まつりは、子どもが中心になってい
るのが特徴で良いところ。今回は第10回記念にあたるので、アトラクショ
ンを多くしたりしてさらに盛り上げたい。」と話します。小中学生が中心に
なって企画し開催するこの祭りが、地域の伝統行事として末永く続いて
いくよう期待しています。
第10回記念
経田っ子まつり2015

茶色の犬がいて、その犬と触れ合うこと
がとても楽しく、仕草や表情に癒されて
いました。飼育員になるために動物の飼

日時 ３月28日㈯
午前10時～
会場 経田公民館
アトラクションや食べ物など
盛りだくさんです。
ぜひ遊びにきてください♪

育方法を勉強して、動物の心を理解する
ように心がけながら動物と接していきた
いです。そして、たくさんの人に動物の
素敵なところを伝えられる飼育員になり
たいです。
▲第１回経田っ子まつりでゲームの順番を待つ子ども達

３姉妹のごろ寝

地域の催しものなど企画政策課
広報広聴係へお知らせください。
23-1015
FAX

23-1076
info@city.uozu.lg.jp

左から
おおさき

大﨑なほちゃん
４歳 以下のお子 様 の 写 真を
企画政策課へ郵送またはEメー
ルでお送りください。住所、氏名
（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号・写真の題名をお忘れ
なく。

大﨑えなちゃん
８か月

８か月

大﨑ちほちゃん

３歳６か月
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魚津寒ハギの料理にチャレンジ

旬を迎える魚津寒ハギ（ウマヅラハギ）の調理教室が松倉小学校で開催さ
れ、６年生12名が「ウマヅラハギの黄金焼き」に挑戦しました。
まず初めに魚津漁協の浜住参事から、ウマヅラハギの特長などを教わって
から調理実習に入りました。児童の皆さんは、魚をさばくのは初めての体験とあ
って最初は緊張の面持ちでしたが、魚津漁協婦人部の指導を受けながらウマ
ヅラハギの皮をはぎ三枚におろすと、ほっとした表情をみせていました。
切り身に特製ソースをのせ、オーブンで色よく焼き上げたらいよいよ試食で
す。ウマヅラハギの中骨でだしをとったスープを添えて、魚津の海の幸に感謝
しながらみんなで味わいました。
この調理教室は、食への理解を深める食育推進事業の一環として開催して
いるものです。

▲三枚おろしの包丁さばきが上手ですね

２/
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▲協力して作った料理を美味しくいただきます

▲道下保育園ばら組女の子のかわいいおゆうぎ

広報うおづ
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▲ウマヅラハギの黄金焼き

ひな祭りで楽しく三世代交流

道下公民館で「三世代ふれあい交流ひな祭りの会」が開催され、一足早く
桃の節句を祝いました。
ひな人形が飾られたホールには、約40名の地域住民の皆さん、子育てサー
クルのママと赤ちゃん、道下保育園ばら組と青島保育園ゆり組の園児が集い
ました。園児の元気な歌やおゆうぎ、ピアニカ演奏、ダンスなどが披露される
と、会場からは盛んな拍手が送られました。
また、園児が住民の皆さんとペアになり、肩たたきやじゃんけんをするふれ
あい活動もあり、会場には明るい笑い声があふれました。この日、外は雪が降
る寒い天候でしたが、室内はほのぼのとした温かい雰囲気に包まれていまし
た。

２７

Vol.1

▲ホールに飾られたひな人形

▲「じゃんけん、ぽん」で楽しく交流

２/

１ 冬の味覚

ベニズワイガニたっぷり

３ 月号

旬に入ったベニズワイガニのＰＲイベント「魚津かにの陣」
が開かれた海の駅蜃気楼には、朝早くから大勢の来場者がつ
めかけ、かにづくしのメニューをじっくり味わいました。
新鮮で格安のベニズワイガニ売り場には威勢のよい掛け
声が響き、この日を楽しみにしていた人達が次々に買い求め
ていました。

Vol.2

2015
№832

▲体が温まるあつあつのかに鍋

1/

26

▲ふつふつと焼ける甲羅焼き

▲飛ぶように売れるベニズワイガニ

２/

伝承遊びで異世代交流

４

経田公民館に保育園児と小学生、地元のボランティア
団体の皆さんが集まり、紙ずもうや竹トンボなど23種類
の伝承遊びを一緒に楽しみ交流しました。
発行／魚津市 編集／企画政策課
〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
0765-23-1015 FAX0765-23-1076

２/

10

「水の学び舎ツアー」が優秀賞に

国土交通省主催の「”水のめぐみ”とふれあう水の里の旅コンテスト
2014」で、魚津市の「水の学び舎ツアー～世界でも稀有な魚津の水循環
について学ぶ旅～」が優秀賞を受賞しました。（写真前列左から２人目）

前月比

前年比

男

21,078人

－24

－227

女

22,441人

－12

－222

計

43,519人

－36

－449

世帯数

16,698世帯

＋５

－13

にいかわの守紙は、魚津の間伐材を有効活
用することを目的として生み出された紙で
す。今月号の広報（28ページ）によって間伐
された森林面積は1,500㎡となります。これ
は、テニスコート約6面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

５.６ｔ

http://www.uozu-p.jp/mamorigami.html

２/

11

マーチングで長野と交流

北陸新幹線開業記念ウインターマーチング2015が新川文化ホー
ルで開催され、長野県佐久市立臼田中学校吹奏楽部が特別出演し
ました。開業後は長野と富山との交流も一層盛んになりそうです。

201５-3

14

編集後記

（平成27年１月末現在）

友道の魚津ハウスで節分に合わせ豆まきが行われまし
た。魚津第二保育園の年長組40名も参加し、「鬼はそと、福は
うち」と声をかけながら鬼に向かって豆をまきました。

▼３月 日、いよいよ北陸新
幹線が開業します。２月中に
行われた報道関係者向け試乗
会の様子をテレビで見ました
が、車窓からの風景、特に日
本海と立山連峰を同時に堪能
できる富山県内の風景に感動
の声があがっていました。ま
た、富山湾で獲れる海の幸を
はじめとした食材にも関心が
集まっているようです。▼魚
津市民にとっては慣れ親しん
だ日常の風景と食卓の味も、
初めて体験する人にとっては
魅力あふれるものなのだとあ
らためて感じました。北陸新
幹線の開業は、これまで見過
ごしてきた地元の良さに気付
くいいきっかけです。（た）

メールアドレス／info@city.uozu.lg.jp
ホームページアドレス／http://www.city.uozu.toyama.jp/

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

早くお入り福の神♪

広報うおづ
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