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みんなの保健室
あの人このグループ
魚津っ子 元気！夢ストーリー
まちの出来事

天神保育園でおすもう大会 （２月17日）
アイシン軽金属の相撲部３名から、すり足
を学んだ園児の皆さんは、「はっけよい、の
こった」の合図で元気に相撲を取りました。

全国植樹祭推進室
（農林水産課内）
☎ １･０３６
23

植樹祭を盛り上げよう！

フラッグのイメージ（実際の色合いとは異なります）

街灯への飾り付けイメージ

第 回全国植樹祭をより一
層盛り上げるために、魚津駅
や駅前通りに飾り付ける特製
フラッグを製作します。
そこで皆様に、製作費用と
して協力金をお願いしていま
す。ご協力いただいた方には
もれなく「オリジナル木製ス
トラップ」をプレゼント！

さらに、製作したフラッグ
は全国植樹祭が終了した後、
抽選で 名様にプレゼント！
皆さまのご協力をよろしく
お願いします。
協力金
▼１口１００円
協力金の受付場所
▼魚津 市 役 所 （ ３ 階 農 林 水
産課）
▼魚津桃山運動公園
▼魚津駅前観光案内所

「木製地球儀」を展示

番１号

▼魚津埋没林博物館
▼魚津水族館
▼ありそドーム
▼魚津総合体育館
「フラッグ」をご希望の方へ
【応募方法】
「木製ストラップ」の台紙
にある応募券を切り取り、郵
便はがきに貼り付け、住所・
氏名（ふりがな）・郵便番
号・電話番号を明記し応募し
てください。

― 全国植樹祭シンボル ―

【宛先】
〒９３７‐８５５５
魚津市釈迦堂一丁目
全国植樹祭推進室

【展示期間】
３月７日㈫～３月16日㈭

【展示場所】
魚津市役所１階ロビー

― 地球儀の素材 ―

地球…ヒノキ、葉…ナラ

基台…ケヤキ

【応募締切】
５月 日㈰ 当日消印有効
【当選者の発表】
ご応募いただいた方の中か
ら厳正なる抽選により当選者
を決定します。当選の発表は
フラッグの発送をもって代え
させて頂きます。
なお、フラッグの種類はお
選びになれませんので、ご了
承ください。

※展示開始式…３月７日㈫ 午後１時

28

21世紀は地球環境を考える時代です。とくに森
林・林業が重要な役割を担い、国民・企業・行政
の３者で支えていかなければなりません。それを
表現したのが、「３枚の葉」に支えられた「木製
地球儀」です。
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最新情報は
こちらから

みんなでフラッグを作って

―第68回全国植樹祭に向けて vol.10―
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第37回

魚津しんきろうマラソン
参加者募集中！

鍋の ！
ろう あり
き
ス
しん ービ
サ
無料

４月30日㈰ ９:00
ありそドームをスタート！

魚津の街、海岸をさわやかな潮風を受けなが
ら走ってみませんか？
今年は、2007年全国都道府県対抗女子駅伝で
29人のごぼう抜き記録を持っている湯田友美さ
ん、2011世界陸上テグ大会日本代表の野尻あず
ささん、2007・2008世界ハーフマラソン日本代
表の西村哲生さんをゲストランナーとして迎え
ます。

湯田さん

野尻さん

西村さん

― 種目一覧 ―

― 参加料一覧 ―
区分

参加料（保険料込）

種目

５㎞・２㎞・車いす…3,000円

スタート

①男子18才以上 ②男子35才以上

ハーフ…4,000円、10㎞…3,500円
一般

種目別区分

ハーフマラソン

③男子50才以上 ④男子60才以上

（ネットタイム導入）

⑤女子18才以上 ⑥女子35才以上

高校生

2,000円

⑦女子50才以上

中学生

1,500円

⑧男子35才未満 ⑨男子35才以上

小学生

1,000円

10㎞

⑩男子50才以上 ⑪男子60才以上

（ネットタイム導入）

⑫女子35才未満 ⑬女子35才以上

※希望者へ成績一覧表を１部300円で販売（郵送可）

10:20

10:30

⑭女子50才以上
⑮中学男子 ⑯中学女子

【申込締切】
３月29日㈬
【申込受付】
ありそドーム、総合体育館、桃山運動公園
【問合せ】
〒937－0066 魚津市北鬼江2898-3
魚津しんきろうマラソン実行委員会事務局
TEL

３

23-6550
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FAX

23-9802

５㎞

⑰高校男子 ⑱高校女子

10:10

⑲一般男子 ⑳一般女子
３㎞

小学男子（４～６年）
小学女子（４～６年）

２㎞

一般

ジョギング

中学

9.5㎞
車いす（定員25名）

男子

高校
小学
女子

9:10
9:40
9:00

ミラージュランド
３

オ ー プ ン

18㈯ ９：00 OPEN！
≪オープニングイベント≫
★18日は1,500円／1人で遊具乗り放題
※遊具利用時間は９：00から16：30までです
※通常の遊具利用券も販売します
※バッテリーカーは乗り放題の対象外です
※立体迷路ミラメイズの受付は16：00までです
※立体迷路ミラメイズのコース制覇景品はありません
※19日・20日は通常営業です

★ふれあい牧場フロンティア
！

かわいいポニーがやってくる！
乗馬やエサやりを体験してみよう！
【時間・場所】
９：00～16：30 ミラージュランド三角広場（海側ゲート近く）
【料金】
乗馬料金：500円／１周
入場料：100円／１人
※現金でお支払いください（チケットの使用はできません）

【臨時営業日】
３月29日㈬・４月５日㈬
【問合せ】
ミラージュランド

24-6999（パークゴルフ場共通）

― あなたもパークゴルフ始めてみませんか ―

早月川パークゴルフ場
今シーズンの営業
４月１日㈯～12月３日㈰
【通常営業時間】
９：00～17：00（受付は16：00まで）
【延長営業時間】
７：00～18：00（６月３日㈯～８月31日㈭）
※窓口受付は９：00からですので、前日のうち
に利用券をご購入下さい
【休園日】
毎週水曜日（祝日の場合は翌日休園）
※臨時休園する場合もあります

まもなく
OPEN！

― 各種料金 ―
区分

料金
１日

510円

11日（回数券）

5,100円

1日

310円

11日（回数券）

3,100円

年間パスポート

1シーズン

13,000円

器具貸出
（クラブ・ティ・ボール）

１組／１日

100円

大人
中学生・高校生
※1※2

※1 ミラージュハウスで３月２日㈭より販売開始
※2 申込み時に顔写真（縦３㎝×横２㎝）が必要
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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や体験コーナーもあります。

日時：3月12日（日） 10:00～16:00
会場：新川学びの森天神山交流館
【作品展示】
生涯学習教室・友の会（笑楽書、写真、絵手紙、
和布こもの、簡単≪感嘆≫手芸、絵画）
公民館サークル等（押絵、絵手紙、編物、写真、
囲碁、絵画、俳句、写経、歴史）
【ステージ発表】13：30～15：45（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、中国語会話、ハーモニカ）
公民館サークル等（ギター、ハンドベル）
学びの森青年会（ストリートダンス）

問合せ 生涯学習・スポーツ課生涯学習・文化係 23-1045

ぼうさいフェスタinうおづ2017
毎年開催している「魚津市防災講演会」を今年は多くのゲスト講師をお招きし、「ぼうさいフェスタ」
として開催いたします。食べて・学んで・体験して気軽に防災を学べる機会です。ぜひお越しください。

日時：３月４日（土）
会場：新川文化ホール

12:00～15:00

【イベント内容】
①小ホール（14：00～15：00）
くにざき

のぶえ

防災講演会 講師 国崎 信江 氏
か ね こ のりひと
防災トークショー 国崎 信江 氏 金児 憲史 氏
非常食の試食等
②ロビー（13：00～14：00）
魚津市消防団消防音楽隊による演奏
防災科学実験ショー 講師 Dr.ナダレンジャー
③屋外（12：00～15：00）
とやま元気食堂（災害時の炊き出し提供）
消防・警察車両の展示、各種体験

国崎 信江 氏
（危機管理アドバイザー）

問合せ 総務課課防災係 23-1078

５
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Dr.ナダレンジャー

金児 憲史 氏
（石原軍団）

無料託児コーナー

― 好きなことを仕事にしたい女性たちへ ―

あります

女性のための起業支援セミナー
うおづで“好きなことを仕事にしている女性”をゲストに迎えてのトークイベント＆ランチ。
この機会に、うおづで輝く女性たちの生の声を聴いてみませんか？
◆日時
３月12日（日）
・トークイベント
11：00～12：30
・ランチビュッフェ 12：30～13：30
◆会場
ホテルグランミラージュ １Ｆ
「レストラン ミラヴェール」
◆参加費
1,500円
◆ゲスト
香のん（アロマとハーブのお店） 五十嵐 真弓さん
雑貨屋ＴＯＢＩ（てぃもら作家のお店） 伊藤 愛さん
てくてく（パンと焼き菓子のお店） 板倉 和泉さん
※コーディネーター NICE TV 大澤 千晶さん
◆申込期限
３月６日（月） ※先着40名（定員になり次第締切）
◆申込み・問合せ

ゲスト＆コーディネーター

五十嵐さん

伊藤さん

コ メ ソ ウ ド ウ

※ＳＯＤＯ事務局（地域協働課内）
TEL 23-1131
メール chiiki-kyodo@city.uozu.lg.jp

板倉さん

大澤さん

市民バスからのお知らせ
一部のルートで夏時間運行を実施

運行時刻及び経路の変更時期について

３月１日㈬から、市民バスの上野方、坪野、中島、
松倉ルートの一部の便が夏時間の運行となりま
す。運行時刻の詳細は昨年４月に配布した時刻表、
または市のホームページでご確認ください。
【期間】
上野方・坪野・中島…３月１日㈬～10月31日㈫
松倉…３月１日㈬～11月30日㈭

魚津市民バスの運行時刻や運行経路の変更は、
あいの風とやま鉄道や富山地方鉄道のダイヤを考
慮して行います。
次回の改正は、今年の４月１日㈯の予定です。
なお、変更後の時刻表は、広報うおづ４月号と同
時に配布させていただきますのでご確認ください。

魚津市民バス案内

で 検索
問合せ 商工観光課 交通政策係 23-1380

2017-３
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「がんばろう糸魚川」復興支援缶バッジを販売中！
昨年の12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災の被災者を支援
するため、電鉄魚津駅前観光案内所「しんきろうでんでん」にて、復興支
援缶バッジの販売を始めました。売上金のすべてが義援金として糸魚川市
に寄付されます。
缶バッジには、ご当地グルメ“糸魚川ブラック焼きそば”のマスコット
キャラクター「ブラック番長」がプリントされています。糸魚川市内の飲
食店や旅館、ホテルなどの有志で構成される「糸魚川うまいもん会」が製
作しました。
147棟が焼失した糸魚川市街では、今なおガレキの撤去作業が続いていま
す。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

１個

￥300

問合せ 電鉄魚津駅前観光案内所 55-4614 （午前９時～午後５時）

― １年に１度、飼い犬への予防接種をお願いします ―

狂犬病予防集合注射のご案内
犬を飼っている方は日程表をご確認のう
え、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、問診票を必ずご記入のう
え、ご持参ください。
なお、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。

【費用】

― 日程及び会場一覧 ―
実施日

時間
９:00～９:15

12日㈬

会場
稗畠営農組合倉庫前
（農協旧松倉支店向かい）

９:25～９:45 上中島公民館
９:55～10:15 下中島公民館
10:30～10:50 新川厚生センター魚津支所

3,200円／１頭

11:00～11:15 日本カーバイド厚生会館
９:00～９:15 旧片貝公民館

飼い犬を新規登録される場合は、登録手
数料として3,000円が必要です。
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。ただし、手数料とし
て1,600円が必要です。
飼い犬の死亡や、飼い主の住所・氏名を
変更する場合は市へ届け出てください。

９:30～９:45 横枕公民館
４ 13日㈭ ９:55～10:10 石垣新公民館
月
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
14日㈮ ９:50～10:05 新川森林組合
10:15～10:40 経田公民館

問合せ 環
 境安全課環境政策係
（⑩番窓口）23-1004

７
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10:55～11:20 青島三区公民館
16日㈰

９:00～11:00 魚津市役所
11:20～11:50 大町公民館

農業委員
募集に関する共通事項

7

29

STOP

1

29

集

7

2

20

32
7

19

24

☎

農地の

１･０３２

無断転用

23

募

農地利用最適化推進委員の募集

19

14

20

平成29年魚津市春季消防訓練の実施

住宅用火災警報器の維持管理について

フェーン現象下における火災を想定した訓練を
実施します。訓練の実施に伴い、周辺道路で交通
規制を実施しますので、ご協力をお願いします。
日時 ３月25日㈯ ９：00
場所 新金屋２丁目地内
（福祉センター百楽荘周辺）

【お手入れ方法】
・汚れを拭く際は、中性洗剤を染みこませ、固く
絞った布を使いましょう。シンナーなどは絶対
に使用しないでください。
・乾電池タイプは電池の交換を忘れないでくださ
い。電池が切れそうになると音や光で交換時期
を知らせます。
・定期的（１ヶ月を目安）に作動確認をしましょ
う。また、長期間家を留守にしたときも作動確
認をお願いします。
【交換時期】
設置が義務付けられてから10年が経過しました
が、警報器の本体や電池の寿命も約10年のものが
多いです。県内では電池切れや故障（センサーの
劣化）が多く発生していますので、今一度作動確
認をし、不具合があれば交換しましょう。

ガソリン携行缶の火災事故防止
イベントへの出店や農繁期を迎えるにあたり、
ガソリン等を使用する場合は十分に注意してくだ
さい。
保管容器は密封し、火気のない風通しの良い場
所で保管してください。
静電気の蓄積を防ぐため、金属製の容器に貯蔵
し地面に直接置いてください。
ガソリンを40リットル以上保管する場合には、
消防署への届出等が必要です。
など

問合せ

魚津消防署

農業委員及び

【募集人数】
▼ 名
【事務内容】
▼農地法に係る許認可等に関する意思
決定、農地利用の最適化の推進
【任期】
▼ 平成 年 月 日～平成 年 月 日
【報酬】
▼月 額
万
千円（会長は月額
１万３千円）
【要件】
▼認定農業者等（法人役員を含む）が
委員の過半数を占めること等

1

11

農地利用最適化推進委員

【募集期間】
▼３月 日㈮～４月 日㈭
【募集方法】
▼応募又は農業者、農業団体その他関
係団体による推薦
【応募資格】
▼農業に関する見識を有し、農地利用
の最適化の推進、その他の農業委員
会の所掌する事項に関しその職務を
適切に行うことができる方
【応募方法】
▼応募用紙に必要事項を記入し、持参
又は郵送で提出
※応募用紙は魚津市農業委員会事務局
（市農林水産課内）もしくは市のホ
ームページから入手できます。
※農業委員、推進委員の両方に推薦、
応募できますが、兼務することはで
きません。
【ご応募・お問合せ】
魚津市農業委員会事務局

【募集人数】
▼ 名（農業委員会が定めた区域別）
※下中島、上中島、松倉、上野方、下
野方、片貝、加積、天神、道下、経
田、西布施の各地区で１名ずつ
【事務内容】
▼農地の利用集積の推進、耕作放棄地
の発生防止・解消、新規就農参入促
進等
【任期】
▼委嘱 日 （ 平 成 年８月上旬）～平成
年 月 日
【報酬】
▼月額 万円
32

☎24-7980
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― 自分で書いてお早めに ―

問合せ

税の申告は3月15日㈬までです

 務課住民税係
税
（⑭番窓口）☎23-1009

◎申告書の記入相談を受付中

◎マイナンバーの記載が必要です

市役所に相談窓口を設けていますので、わからな
いことがある時はご利用ください。申告の詳細は広
報うおづ２月号２～３ページにも掲載しています。
【期間】
３月15日㈬まで（平日のみ） ８：30～17：00
【会場】
市役所１階 税務課
【必要なもの】
印鑑、収入を証明するもの（源泉徴収票等）、控
除を証明するもの、還付申告の場合は振込先金融
機関等がわかるもの（預金通帳・キャッシュカー
ド等）

平成28年分の申告書から、個人番号の記載と本人
確認書類（個人番号カード又は通知カードと運転免
許証など）が必要です。

◎自宅のパソコンで申告書が作れます
国税庁のHPから「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などを入力
することで、申告書を作ることができます。
作成した申告書は、Ａ４の用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。
国税庁HP（http://www.nta.go.jp）

経田中町７番、10～12番の区域の住所が変わります

重要

経田中央土地区画整理事業により、３月４日（土）から次のとおり住所が変更となりま
す。住所変更の対象となる方には、２月中に新しい住所等をご案内していますので、ご確
認ください。
【住居表示街区符号の変更区域】
現在の経田中町7番、10番、11番、12番の区
域を13番～21番の新たな街区符号に変更

経田漁港

【住居表示地区の住所の表し方（例）】
魚津市

経田中町

町名

○番

街区符号

○号

住居番号

【問合せ】
・住所変更に関すること
市民課市民係 ☎23-1003
・経田中央土地区画整理事業に関すること
都市計画課区画整理係 ☎23-1026

９
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▲住所変更区域図（網掛け部分）

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
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。

問合せ 市民課医療保険係
（③番窓口）23-1011

健康保険の資格を
新たに取得した方へ

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。
※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。
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。
なお、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。

国民健康保険加入届出に必要なもの
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

国民健康保険喪失届出に必要なもの
認印、国民健康保険証、新たに取得した健康
保険証

― 医療費の節約は１人ひとりの生活習慣病予防から ―
魚津市の総医療費のうち、約５割が生活習慣病（がん、脳卒中、心臓病、糖尿病など）によるもの
です。生活習慣や医療機関の受診方法を見直して、医療費の節約に努めましょう。

生活習慣の改善に取り組んでみよう
【よく噛んで食べる・野菜を食べる】
満 腹中枢が刺激されることで腹八分目につ
ながります。
食 物繊維はコレステロール値を下げ、血糖
値の上昇をゆるやかにします。毎食野菜を
食べることを心がけましょう！
【今より10分 体を多く動かす】
適 度な運動は血圧、血糖値を下げる効果が
あります。
足腰の筋力アップで老化予防！

【適量飲酒】
動 脈硬化予防やストレス解消になります。
１日の適量はビールなら中瓶１本、日本酒
なら１合、焼酎なら100mlが目安です。
【禁煙】
咳や痰、口臭などの症状が改善します。
家 族や周囲の人を受動喫煙から守ることが
できます。
メタボの予防・改善につながります！

お医者さんのかかり方を見直そう
①まずはかかりつけ医に相談をしましょう
②重複受診（はしご受診）はやめましょう
③頻繁な受診はやめましょう

④や むを得ない場合を除き時間外・休日受診
は控えましょう
⑤お薬手帳を利用しましょう

2017-３
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平成27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

問合せ
財政課財政係 23-1018

財務書類４表から分かること
●市民１人あたりの資産（資産合計÷人口）･･･

269万円（前年度比で１万円増加）

●市民１人あたりの負債（負債合計÷人口）･･･

103万円（前年同額)

●市民１人あたりの行政サービス費用

･･･

61万円（前年度比で２万円増加）

●資産老朽化比率

･･･

48.4％（前年度46.9％）

●社会資本の整備に対する世代別負担率

･･･

これまでの世代の負担は65.7％（前年度65.1％）
将来世代の負担は32.4％（前年度32.5％）

●行政サービス費用の受益者負担率
（経常収益÷経常行政コスト）

･･･

32.2％（前年度32.1％）

※市民１人あたりの金額は、平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口42,987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。
※より詳しい内容は市のホームページに掲載しています。

貸借対照表（バランスシート）

行政コスト計算書

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

資産形成につながらない行政サービスにかか

にどのような財源を充当してきたかをまとめた財務書類

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

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…

1,090億5,410万円 固定負債…

（市が所有する土地や建物など）
投資等…

37億3,352万円 流動負債…
30億319万円 負債合計Ⓑ…

うち歳計現金…

34億6,257万円

（翌年度支払う地方債など）

（現金預金や基金など）

716億1,756万円

負債・純資産合計…
1,157億9,081万円

物にかかるコスト…
移転支出的なコスト…

1,157億9,081万円

その他のコスト…

８億9,471万円

経常収益Ⓓ…

84億7,025万円

使用料・負担金など…

46億4,265万円

保険料・事業収益など…

38億2,760万円
178億5,419万円

資金収支計算書

純資産変動計算書

資金の出入りの情報を３つの性質に分けて表示し

市の純資産（資産－負債）が１年間でどのよ
うに変動したかを示す財務書類

期首資金残高…

26億6,385万円

期首純資産残高…

経常的収支…

36億8,549万円

純経常行政コスト…

（市税収入、人件費など）
公共資産整備収支…

△２億7,687万円

補助金など）
投資・財務的収支…

期末資金残高…

△178億5,419万円



184億4,141万円

臨時損益…

△５億787万円

（災害復旧事業費など）
△33億7,052万円

（地方債の返済や借入れなど）
当期収支…

714億8,347万円

市税、地方交付税、国・県補助金等の収入…

（公共資産整備に係る支出やそれに対する国・県

2017-３

148億5,327万円

（災害復旧費など）

た財務書類
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77億662万円

（施設の維持修繕費など）

純経常行政コスト…

11

28億6,984万円

（社会保障給付など）

（これまで負担してきた額）
純資産合計…

資産合計Ⓐ…

441億7,325万円

純資産の部

27億195万円

人にかかるコスト…

263億2,444万円

（人件費など）

（地方債など）

（投資や出資金など）
流動資産…

407億1,068万円

経常行政コストⓒ

その他…

5,474万円

（評価替えによる変動額など）
3,810万円
27億195万円

当期変動額…
期末純資産残高…

１億3,409万円
716億1,756万円

☎23-1003
魚津市役所１階

12
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く ら し
ペットを飼う際はマナー
を守りましょう

●減水区間
貝田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

16日㈭

出産祝いガソリン・タクシー
利用券をお持ちの方へ

総合労働相談

こども課子育て支援係
（⑦番窓口）
１･００６

☎22-5078

平日は電話相談受付中

（北鬼江313-3）

住宅無料相談

※増改築･外壁･雨どい等について

☎076-444-2172

富山県民会館６階

10時～15時

11日㈯

☎076-441-0432

第４会議室

富山県社会保険労務士会

魚津市役所３階

13時半～16時

魚津市地域住宅相談所

魚津地域建築組合

☎23-1093

社会福祉課分室

※前日までに要予約

13時～16時

21日㈫

魚津市地域包括支援センター

魚津市役所１階

14時～16時

７日㈫・21日㈫

認知症無料相談

☎23-1007

※事前予約制（３枠）

魚津市地域包括支援センター

13時～16時

高齢者向け無料法律相談

21日㈫

☎22-0461

13時半～16時

魚津市役所

富山地方法務局魚津支局

３日㈮

23

平成 年 月から、魚津市
に住所を有し赤ちゃんを出産
したお母様に利用券を交付し
ています。有効期限は赤ちゃ
んの 歳の誕生日の前日まで
です。利用券をお持ちの方は
有効期限をご確認のうえ、お
早めにご利用ください。
4

市民相談室

人権相談

水道使用料は、世帯人数によ
り算定しています。
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
動により世帯人数に変更が生
じる場合は、速やかに下水道
課へ届出をお願いします。
また、利用料金についてご
不明な点がございましたら、
お問い合わせください。

６･２８５
５･６５６

28

問合せ
会場
日時
相談会

市民課市民係
13時～16時
９日㈭・16日㈭
行政相談

用水を減水します
北陸電力㈱魚津支社

魚津市土地改良区


1

環境安全課環境政策係
（⑩番窓口）
１･００

犬の放し飼いは原則禁止です
公園等で犬を放してはいけ
ません。また、散歩時はリ
ードをつなぎ、責任をもって
フン尿の始末をお願いします。
また、ムダ吠えや悪臭など
周囲の迷惑にならない飼い方
を心がけましょう。
猫の飼い方について
飼い主の知らない間に、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
に餌を与えないようにしまし
ょう。

井戸水や井戸水と水道を
併用している皆様へ

片貝谷発電所の機器点検修
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
●期間 ３月 日㈮～ 日㈮
の８日間
24

富山県労働委員会

職場でのトラブル相談

24

22

4

下水道課環維持保全係
（第二分庁舎）
１･０８７

井戸水を使用している（水
道との併用を含む）世帯の下

17

23

23

３月の無料相談会

100 800
▼社会福祉基金
健康友の会

沖田 崇寛

六郎丸

匿名

魚津市内

3,000 円
100,000 円

4 1500

50

21

100

（社会福祉協議会）

22-8388

本町

8,000 円

観音堂

10,023 円

吉島

10,000 円

真成寺町

100,000 円

松倉もちより市
金井 その
（故）高松 武義
長教寺

双葉町

9,000 円

魚津第二保育園職員一同

新金屋

8,000 円

－

50,000 円

匿名

吉島511

☎22-6006

１･００３

つむぎ倶楽部

23

【跳 躍 競 技 】… 走 高 跳 、立 幅 跳 、
走幅跳
【投 てき 競 技 】… 砲 丸 投 、ソフト
ボ ール投 、ジャベリ ックスロー、
ビーンバッグ投
●申込期限
月 日㈮

魚津保育園職員一同

200

引越しの際は住所の異動
手続きを忘れずに

30,000 円

市民課市民係
（①番窓口）

釈迦堂

住民票の住所の異動届（転出
届・転入届・転居届など）は、
国民健康保険、国民年金、選
挙人名簿への登録などにつな
がる大切な手続です。引越し
の際は忘れずにお願いします。

魚津ロータリークラブ

23

１･００５

▼善意銀行

富山県障害者スポーツ大会

400

（陸上競技会）

社会福祉課福祉係
（⑥番窓口）

出場を希望される方は、社
会福祉課福祉係へお申込みく
ださい。
●日にち ５月 日㈰
●会場 富山県総合運動公園
陸上競技場
●対象 身体障害者手帳・療
育 手 帳 を お持 ちの方 、又 は知 的
障害に準ずる障害をお持ちの方
●種目
【競争競技】… ｍ、 ｍ、 ｍ、
ｍ、 ｍ、 ｍ、スラローム、リ
レー（ ｍ× ）

ご寄付ありがとうございました

3

17

介護家族の集い

●日時

2

３月20日（月･祝）

13:30～16:00

オレンジカフェつむぎ

5

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

●日時
●利用料

３月２日㈭
300円

10:00～15:00

5

23

福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

☎24-3241

☎24-7307

おたっしゃ介護予防教室
●百楽荘
●経田福祉センター

市役所の業務終了時刻が変わります

（火～土）
（水・木）

平成29年４月３日㈪から市役所の業務終了
時刻を次のとおり変更します。

福祉バス運行表
●福祉センター百楽荘行き
虎谷・石垣新

３/７㈫･14㈫･21㈫･28㈫

片貝・加積

３/３㈮･10㈮･17㈮･24㈮

●経田福祉センター行き
西布施

３/１㈬･８㈬･15㈬･22㈬

※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。
※福祉センター百楽荘は、ボイラーの故障により浴場の利用が
できませんのでご注意下さい。

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）
社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）
●実施日

☎23-1007

広報うおづ

17：30

17：15

業務終了時刻が変わる施設
市役所本庁舎
※市 民課市民係は、引き続き、毎週月曜日（月曜日が
休日の場合は翌火曜日）に午後７時まで住民票・戸
籍・印鑑証明の発行等の業務を延長します。
健康センター
教育委員会（第一分庁舎）
上下水道局（第二分庁舎）

３/14㈫・28㈫

※３/14㈫は川城鉱泉で看護師による健康相談を実施
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問合せ 総務課職員係 23-1020

魚津市遺児福祉年金制度

1

こども課子育て支援係
（⑦番窓口）
１･００６

義務教育修了前の児童の父
もしくは母、または養育者が
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
方法など、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
月 日（こどもの
日）
● 支 給 額 遺 児 一 人 につき 年
額 万 千円

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
が集まり、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。

引越しの際に出るごみの処理
引越し等により、大量のご
みが発生する場合は、自分で
処理場に持ち込みましょう。
ただし、もやせないごみを処
理場（宮沢清掃センター）へ
持ち込む場合は、市で事前に
手続きが必要です。
また、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て
ください。市から業者を紹介
することもできます。

特別児童扶養手当について
こども課子育て支援係
（⑦番窓口）
１･００６

月現在のもの

14
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電車で魚津へＧＯ！
キャンペーンを延長！

●助成制度の例
資格取得助成金
▼魚津 市 民 が 資 格 取 得 す る 際
の本人負担経費を助成
▼市内 事 業 所 の 従 業 員 が 資 格
取得する際の事業所負担経
費を助成

ます（上限あり）。

※市が
 定める資格の取得に限ります。
※助成 額 は 対 象 経 費 の 二 分 の 一 と し

若年移住者賃貸住宅助成金
▼ 歳 未 満 で 市 外 か ら 転 入 し 、
市内の賃貸住宅に入居した
就業者の、①入居費用（敷
金・礼金等）、②家賃（最
長３年分）を助成
※助成 額 は ① ② と も に 対 象 経 費 の 三
分の一とします（上限あり）。

ごみ処理に関するお願い
環境安全課生活安全係
（⑪番窓口）
１･０４８

年

身体や精神に重度又は中度
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。
詳しくはお問合せ下さい。
●手当額（月額）
▼重度（１級）…５１，５００円
▼中度（２級）…３４，３００円
※金額は平成

シルバー人材センター

魚津駅

北鬼江跨線橋

魚津市
いきいき農園

市役所

市民が利用できる貸し農園です。初めての方で
も栽培のサポートをいたします。気軽に野菜の
栽培が楽しめますので、ぜひご利用ください。
【場所】
北鬼江一丁目 （地図のとおり）
【募集区画数】
10区画 （１区画＝45㎡＝６ｍ×7.5ｍ）
【利用料金】
年間5,500円／１区画 （管理料込）
【申込み・問合せ】
魚津市シルバー人材センター 22-5326

23

20

商工観光課交通政策係
 １･３８０

電車で魚津に来訪され、ご宿
泊 いた だ いた 方 を 対 象 に、片 道
乗車運賃をキャッシュバックする
キャンペーンを実施中です。
あいの風とやま鉄道なら、「富
山 ― 魚 津 間 （ 円 分 ）」、富 山 地
方 鉄 道 な ら 、「新 黒 部 ― 新 魚 津
間 （ 円 分 ）」を 上 限 としてキャ
ッシュバックします。
●開催期間 ３月 日㈮まで
●対象宿泊施設
▼金太郎温泉
▼ホテルグランミラージュ
▼元祖仁右衛門家
▼ホテル美浪館
▼スカ イ ホ テ ル 魚 津 、 ス カ イ
ホテル魚津アネックス
▼魚津マンテンホテル駅前

就職やビジネスに活かせ
る助成制度があります
商工観光課商工労働係

６･１９５

地区清掃で集めたゴミの回収
地区清掃を行う際はルール
を確認し、実施の 日前まで
に市へ日時と回収希望場所を
お知らせください。実施後に
回収を申し込まれても対応で
きない場合があります。
ボランティア用のごみ袋は
市役所にて必要な分だけお渡
ししています。

3

560

市には就職やビジネスを応
援する様々な助成制度があり
ます。なお、制度の利用には
条件等がありますので、まず
はお気軽にご相談ください。

29

40

23

31

23

23

10

520

― あなたも野菜づくりをはじめてみませんか ―

魚津市いきいき農園 利用者募集！

予算特別委員会

16日㈭

民生委員会・産業建設委員会

17日㈮

総務文教委員会

22日㈬

討論・採決

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

申込期間は３月１日㈬～31日㈮です。

♪

― あいの風とやま鉄道魚津駅 ―

オリジナル列車到着メロディが決定

●市営住宅

う お づ

六郎丸団地２戸
・３号棟４階１戸
・４号棟４階１戸

３DK
３DK

61㎡
61㎡

駐車場１台分有
駐車場１台分有

３DK

61㎡

駐車場１台分有

明星幼稚園の卒園式及び
閉園式のお知らせ

14日㈫

●協議内容
▼基本 条 例 で あ る 「 自 治 基 本
条例」の成果の検証
▼「自 治 基 本 条 例 」 の 見 直 し
に関すること

予算特別委員会

こども課保育係
（⑦番窓口）

13日㈪

※協議は４回程度を予定

個別質問

31 29

１･０７９

10日㈮

21

23

さ るボ ランティアの方 を 募 集 し
ます。活動は週１回１時間程度
です。
●対象 日本語指導研修を受
けられたことがある方
●活動内容 在住外国人へ初
級程度の日本語をレッスン

代表・個別質問

30

※日本語で日本語を教える形式です

９日㈭

●任期 １年（平成 年４月
１日～平成 年３月 日）
●応募締切 ３月 日㈫

定例会開会

23

18

日本語ボランティア募集

２日㈭

明星幼稚園は今年度で閉園
します。最後の卒園式と閉園
式を行いますので、園児のご
家族はもちろん、卒園生の皆
さんのお越しをお待ちしてい
ます。
●日時 ３月 日㈯
▼卒園式 午前９時半
▼閉園式 午前 時半

事項

地域協働課市民交流係

１･１３１

日

10

在 住 外 国 人 の方 々 が 安 全 で
快 適 な 生 活 を 送 るた めの手 助
けとして、日 本 語 を 教 え てくだ

平成29年３月
魚津市議会定例会日程

募 集

23

魚津市自治基本条例市民
会議委員募集

20

地域協働課協働推進係

１･０１７

「魚 津 市 自 治 基 本 条 例 市 民
会 議 」におけ る、市 民 委 員 を 募
集します。市民委員は一般公募
を含めて 名で構成しています。
あなたの声をまちづくりに活か
してみませんか。
●募集人数 ２名
●対象 市内在住の満 歳以
上の方
13

チ ャ イ ム

曲名

「Uozu＿Chime」

作者

中村 孝幸 さん（東京都在住）

道下団地１戸
・１号棟３階１戸

●特定公共賃貸住宅
※市営住宅入居の基準所得を超えている方のみ申
込可能です。

天王団地１戸
・２号棟４階１戸

３DK 82㎡ 駐車場２台分有
家賃60,000円

上野方団地２戸
・３号棟２階１戸
・３号棟２階１戸

15
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２DK 50㎡ 駐車場１台分有
家賃45,000円
３DK 79㎡ 駐車場１台分有
家賃62,000円

“魚津に伝わる民謡「せりこみ蝶
六」の特徴をとらえつつ、列車を待
つ方々の耳に快く響くメロディ”を
募集したところ、全国から73件の応
募がありました。ご応募いただいた
皆様にお礼申し上げます。
このほど選ばれた「Uozu＿Chime」は３月下旬か
らの放送を予定していますので、魚津駅をご利用の際
はぜひ耳を傾けてみてください。

問合せ 商工観光課交通政策係 23-1380

魚津市広報モニターを
募集します
企画政策課広報広聴係

１･０１５
info@city.uozu.lg.jp

「広 報 う おづ」を 読 み、アンケ
ートを 月 一 回 提 出 していた だ
き ます 。取 り上 げ てほしい地 域
の話題もお聞かせください。
市 民 に愛 さ れる広 報 紙 作 り
のた めに、あ な た の力 を 貸 して
ください。
●募集人数 ８名以内
※地区 等 の バ ラ ン ス を 考 慮 す る 場 合
があります

●対象 市内在住の満 歳以
上の方
●任期 ４月から２年間
●謝礼 ５千円程度／年
●申込締切 ４月 日㈫
※電話 又 は メ ー ル で お 申 し 込 み く だ
さい。

魚津建築高等職業訓練校
訓練生募集
魚津建築高等職業訓練校
（魚津地域建築組合内）

５･０７８

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 月５回（毎週水
曜日・第 土曜日）を２年間
●申込締切 ３月 日㈮
※経費は事業主負担となります。

平成 年度児童センター
親子教室の会員を募集

１･７７７
５･１３３
０･５００
０･５２２

【毎週㈮ 午前 時半～ 時半】
▼対象… 歳以上児
●定員 各 組（先着順）
●年会費 各１，５００円
●受付開始 ３月６日㈪
午前 時より
9

※お申 し 込 み の 際 は 各 児 童 セ ン タ ー
までお越しください。なお、電話
でのお申し込みは受け付けており
ませんのでご注意下さい。

インドアテニススクール
受講生募集
桃山運動公園

０･０７７
imura@spo-uozu.com

初 心 者 、初 級 者 、中 級 者 以 上
とレベルに合わせた指導を行い
ます 。ラケットは 原 則 参 加 者 に
持 参 していた だ き ます が 、事 前
に申 し込 み が あ れば 対 応 でき
る場合もあります。
●日時 ３月８日㈬～ 日㈮
午後７時半～９時半
●場所 桃山屋内テニスコート
●定員
名
●受講料 １千円×３日間

スポーツ安全保険に
ご加入ください

（公財）スポーツ安全協会
富山県支部
０７６ ４･６１ ７･１３８

年３月

日㈯

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 や、行 き 帰 りの事 故 な ど に対
して補償を受けられます。
●受付開始 ３月１日㈬
●補償期間 ４月１日㈯～平
成

場合は、加入日の翌日から適用

※加入 の 申 し 込 み が ４ 月 １ 日 以 降 の

●申込書の設置場所
魚津 市 生 涯 学 習 ・ ス ポ ー ツ 課 、
ありそドーム、桃山運動公園、
魚津市総合体育館

１･２６３
９･８００

平成 年度スポラ会員
募集開始
スポラ事務局
（総合体育館）
（ありそドーム）

魚津市廃棄物減量等推進
審議会委員の募集

環境安全課生活安全係
（⑪番窓口）
１･０４８

･

廃 棄 物 の減 量 化 、適 正 処 理 、
リサイクルの推進等について、計
画 や施 策 等 を 審 議 す る委 員 を
募集します。
●募集人数 ２名
●対象 市内在住又は在勤
で、ごみの減量等に関心を持
ち、実践している方
●任期 ２年（平成 年４月
１日～平成 年３月 日）
●応募締切 ３月 日㈫

「特別支援スタディ
メイト」募集

学校教育課学校教育係
（第一分庁舎）
１･０４４

小中学校、幼稚園において、学
習 等 に個 別 の配 慮 が 必 要 な 子
ど も への支 援 を 行 う 方 を 募 集
します。学校教育に理解があり、
熱意を持って支援できる方のご
応募をお待ちしています。
●募集人数 若干名
●勤務開始 ４月６日㈭
●勤務形態 １日４時間程度
で週５日勤務
●応募締切 ３月 日㈮

※後日面接あり
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2

※１日
 単位での受講も可能
※レッスン内容は各回で異なります

一 般 （ 才 以 下 ）、シルバー会
員 （ 才 以 上 ）は３ 月 １ 日 ㈬ か
ら受付を開始します。小・中学
生、未就学児会員は４月２日㈰
から受付を開始します。
なお、広報うおづ４月号に詳
しいパンフレットを 折 り込 む予
定です。

23

31 29

10

●申込み 住所、氏名、生年
月日、希望クラスをご連絡く
ださい。

31

31

12

10

21

23

10

23 22

29

64

22

30

65

各児童センター
（かもめ）
（つばめ）
（ひばり）
（すずめ）

未 就 園 児 と そ の保 護 者 を 対
象 とした 、親 子 のふれあ いと子
ど も・ 親 同 士 の交 流 の場 です 。
子育ての不安や悩みの解消に役
立 つ講 演 や相 談 会 等 も 実 施 し
ます。
●場所 かもめ・つばめ・ひ
ばり・すずめ児童センター
●日時・対象
【毎週㈬ 午前 時半～ 時半】
ヶ月～ 歳未満児
12

15

40

22

17

23 23 23 23

2

29

▼対象…

9

20

2

6

23

11

うおづ深読み 第

弾

問合せ 商工観光課観光係 23-1025

催 し 物

毎年５月に開催している魚津市を代表する２つの祭りが、今年
は同日開催されます。去る１月25日㈬にはそれぞれの祭りの代表
者が協力協定を締結しました。今年の５月21日㈰は、ぜひ両祭り
に足をお運びください！

２･２４４

「よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり」

魚津駅前観光案内所


毎週㈬ 10時半

経田漁港
わいわい市

ハートフルセミナー
「日本カーバイド工業株式会社
の成り立ちについて」
聞かなきゃわからない、魚
津の「深い」ところ。今回は
日本カーバイド工業株式会社
について学習します。
●日時
月 日㈫
午後 時
●会場 道下公民館
●講師 本元 義明 先生（魚
津歴史同好会 副会長）

島澤
経田漁港

生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係

１･０４５

「越中三大山城 松倉城跡試掘
調査速報」
平成 年度に実施した松倉
城跡試掘調査の成果を報告！
調査を担当した学芸員が詳
しく解説します。
●日時
月 日㈮
午後 時～８時半
●会場 ありそドーム研修室

学びの森寺子屋事業・
音楽教室発表会
新川学びの森天神山交流館

７･００１

など

【協力の内容】
ポスターやチラシへの相互掲載
出演団体の相互交流
ホームページのリンク
両会場を結ぶシャトルバス運行

魚津駅ミラマルシェ
一周年記念イベント開催
ミラマルシェ

2017-３

３･９０７

＆

５月
今

広報うおづ
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「戦国のろし祭り」
㈰
21日
同
は
年



！

魚津漁業協同組合
経田支所
☎22-1105

銀座通り商店街
日曜・祝日10:00～17:00

4

音楽教室を受講している皆
さんが練習の成果を発表しま
す。両発表会ともに、会場は
新川学びの森天神山交流館桜
ホール、入場は無料です。
クラリネット
●日時
月４日㈯
午後２時 開演
オ カ リ ナ ・ ピ ア ノ ・ ア コー ス
ティックギター・三味線・箏
●日時
月 日㈯
午前 時 開演

催
日開

☎33-9413
毎週㈬ 10時半
毎週㈮ 15時半
平日・土曜10:00～21:30

銀座ワイワイ市
●トレーニングルーム利用時間

魚津の朝市

魚津の朝市実行
委員会
☎22-1200
8:30～21:30

毎月
海の駅蜃気楼
第２･第４㈰
６時半～10時半
●開館時間

17

22
31

28

3

問合せ
会場
日時
☎23-9800
（火曜休館）

7

25

―
地場産品の販売情報
―
ありそドーム

3

3

3

23

32

7

10

7

30

来場者にミラたんポストカ
ードをプレゼント。ハズレな
しの大抽選会もあります！
●開催期間
月 日㈭～４月１日㈯
午前８時～午後７時
●会場 ミラマルシェ（魚津駅）
3

たてもん祭りに関連する資料を集めています
魚津市では「魚津のタテモン行事」の保存と継承に活用するための資料を収集しています。
お貸し頂けるものがありましたら、ぜひご連絡ください。
●資料の例
・写真や映像（主に昭和40年代以前のもの）
・文献等
・たてもん祭りに関わるもの（祭りで使用され
ていた道具など）
●受付窓口
生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係
TEL 23-1045 FAX 23-1052
メール learning@city.uozu.lg.jp

魚津埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●ふれあい学習会「不思議な光の万華鏡を作ろう」
透明なプラスチックが虹色に!?
光 のおもしろい性質を利用した万華鏡を作ってみ
よう！
日時
３月26日㈰ 10:00～12:00
会場
館内 研修室
対象
小学生以上
定員
20名（申し込み順）
参加費 300円
※小学３年生以下は保護者同伴でご来館ください。

●写真展「魚津ナチュラルギャラリー17」開催中！
魚津の自然には魅力がいっぱい！
40枚以上の写真を展示しています！
期間
４月30日㈰まで
会場
館内 企画展示室

▲諏訪町３区の法被（昭和30年代頃のもの）

魚津水族館

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●３月25日㈯“うおすいファミリウム”オープン
親 子でゆったりとくつろげるスペース“うおすい
ファミリウム”がオープンします！ぜひご利用く
ださい！
●とっても“お得”な魚津水族館年間パスポート！
年間パスなら年３回の来館で元が取れます！
市 内の中学生以下は入館無料！ぜひご家族でご来
館ください。
●ホタルイカ発光水槽
おさかなショーにホタルイカが登場！
期間
３月17日㈮～５月20日㈯
※漁獲状況により期間を変更する場合があります。

※要入館料

展示は春限定だよ！

だるまさんが…、転んだっ！

●マリンゲートオープン！
３ 月１日㈬からマリンゲート（海の駅側出入口）
の利用が可能になります。ぜひご利用ください。

●ホタルイカ発光実験を開始
神秘の光「ホタルイカの発光」を間近で体験！
１日５回、おさかなショーの後に実施します。
期間
３月19日㈰～５月21日㈰の日曜日・祝日
※実験は20分程度です。

2017-３
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児童センターだより

魚津市立図書館

９：３０～１8：００（休館日 日曜・祝日）

開館時間

火曜～金曜 9:00～21:00
土・日・祝 9:00～17:00

休 館 日

3/6㈪、13㈪、23㈭、
27㈪

22-0462

※参加費の記載がないものは参加無料です。

こばと
●３月17日㈮

話題の一冊

大町 24-2402

12:00

こばとdeランチ～おこのみやき～

『人をつくる言葉』
大村 智 著
毎日新聞出版

（定員：15名 参加費：150円）

●３月29日㈬

13:30

身障デイで春ルンルンパーティ
（定員：15名）

かもめ

経田 23-1777

●３月８日㈬～10日㈮

15:30

光る☆ネームプレート
（定員：１日８名 参加費：80円）

●３月28日㈫

10:00

公民館でクッキング～カレーライス～

ノーベル生理学・医学賞受
賞の著者が、数々の偉業を成
し遂げるにいたった、偉人
の言葉、家族や恩師からの言
葉、そして自身で発した言葉
を集めた箴言集です。きっと
人生の、指針となり行動規範
となる言葉と出会える一冊で
す。

（定員：25名 参加費：200円 持ち物：ごはん）

つばめ
●３月１日㈬

本江 23-5133

15:30

ひなまつりお茶会
（定員：20名 参加費：100円）

●３月28日㈫

13:00

百楽荘ふれあい訪問

ひばり

吉島 23-0500

●３月６日㈪～８日㈬

ダンボール遊び
●３月13日㈪

（定員：10名）

15:30

（定員なし）

15:30

桜もちをつくろう
（定員：30名 参加費：100円）

すずめ
●３月２日㈭

道下 23-0522

15:30

ひなまつりお茶会

みんな集まれ！ お話の会

新着図書のご案内

●おはなしを楽しむ会
３/４㈯・11㈯・18㈯・25㈯
10:30～
●ひまわりの会
３/19㈰ 10:30～

●一般

ふるさと歴史講座（講演会）

ネコと昼寝

日時
会場
演題

月のぶどう

3月11日(土) 13:30～
館内 視聴覚室
「戦艦武蔵三代艦長
朝倉豊治の生きざま」
講師 山本 憲司 氏（魚津歴
史同好会副会長）
参加費 実費（資料代）

一目おかれる酒選び

江口まゆみ

絶品つくりおき

伊藤茜

空き家活用術

髙橋大輔

●文学･小説
群ようこ

カブールの園

宮内悠介
寺地はるな

●児童･中高生向け
銀杏堂
すなばばば

橘春香
鈴木のりたけ

使って覚える記号図鑑

白鳥敬
ほか多数

（定員：20名 参加費：100円）

●３月８日㈬・９日㈭

15:30

図書館シネマ倶楽部

桜色ホットケーキ
（定員：14名 参加費：50円）

親子で 『ひろば』 に参加しませんか？
対象
時間
会費

未就園児とその保護者なら誰でも
9:30～12:30
必要に応じて徴収します

３月

つばめ

ひばり

すずめ

６日㈪

リズム遊び

マット遊び

プチシアター

13日㈪

お絵かき

バルーン遊び

風船遊び

27日㈪

形遊び

手作りカード

思い出製作

― 平成29年度親子教室会員を募集 ―
※詳しくは16ページ中段を参照
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●日時
●作品

３月12日㈰ 14:00～
「朝日のあたる家」 監督：太田隆文（2013年

邦画 本編118分）

静岡県、湖西市。その町に住む平田一家。お父さんはいちごを
栽培。お母さんは主婦。長女は大学生。妹は中学生。日本の平凡
な家族です。ただ、長女あかねは、この町が好きではありませ
ん。就職後は都会で一人暮らしすることを夢見ています。
そんな時、起こった大地震。原子力発電所が爆発。避難勧告。1
日で帰れると思っていたら、何ヶ月も避難所から帰れません。父
は職を失い、母はノイローゼ、妹は病気になります。
ようやく許可された一時帰宅も1時間の制限付き。荷物を取って
くることしかできません。福島と同じ事態。あかねたちの家族も
また、大きな悲しみの渦に巻き込まれていきます…。

健康づくり栄養教室の受講生を募集します
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。
定員 20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
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
バランスのよい献立 健康チェックをしよう
4/19㈬
魚津市の保健事業について
加工食品や外食の栄養成分
5/10㈬
栄養学
うす味の料理の工夫
表示とその利用について
開催日

6/7㈬

生活習慣病の予防について 生活習慣病予防の食事 衛生的に食品を扱うために

7/12㈬ 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

9/6㈬

ロコモって、なあに？

ロコモ予防の食事

心の健康について

10/11㈬

献立をたてよう（Ⅰ）

年代別の食事

歯と口の健康管理

11/22㈬

献立をたてよう（Ⅱ）

お正月料理

冬場の運動（実技）

12/13㈬

－年代別食事ー 献立発表会

閉講式·反省会

※実施日及び内容は、都合により変更する場合があります。

健康づくりイベント（予約制）

高齢者肺炎球菌予防接種
平成28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
経過措置として、70·75·80·85·90·95歳及び100歳の方
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）

ゆったり元気教室
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 3/14㈫、21㈫ ※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

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

一般医
3/5㈰

新川病院
住吉
☎24-3800

3/12㈰

桝崎クリニック
北鬼江 ☎22-8800

3/19㈰

魚津病院
友道
☎24-7671

3/20(月·祝)

沢口胃腸科クリニック
火の宮町☎22-1748

3/26㈰

いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888

4/2㈰

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825

歯科医
3/5㈰

3/12㈰

中央歯科医院
黒部市植木☎54-5188
おぎの歯科医院
黒部市三日市☎54-0648

3/19㈰

うめかわ歯科クリニック
黒部市生地経新☎57-1233

3/20(月·祝)

歯科医 おぐら
黒部市三日市☎33-5147

3/26㈰

4/2㈰

魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９
親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９
子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

テーマ：ようこそ健康センター食堂へ！
バランスのよい食事を体験してみませんか？
日時 3/14㈫ 11:30～13:00 参加費 300円
持ち物 普段使っている茶碗
会場·申込·問合せ 健康センター（先着30名）
※過去に参加したことがある方は、ご遠慮ください。

み ん な の 保 健 室

平成29年度

新堂歯科診療所
黒部市新堂☎52-5511
平井デンタルクリニック
黒部市三日市☎52-0727

魚津市急患センター
（富山労災病院内）
診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
場所・問合せ
富山労災病院 22-1280
※乳幼児·小学生の急病は、新川医療圏
小児急患センターで受診ください。

新川医療圏小児急患センター
（黒部市民病院内）
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
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子育て支援センターへ遊びに行こう

母 子 保 健
必要
会場

お子様とご家族が、楽しく過ごせる場所を提供しています。
また、専門アドバイザーが育児相談に応じます。
★子育て支援センターのびのび（健康センター内 ☎24-0415）

●１歳６か月児健診
対 象 平成27年８月生まれの児

診

※事前に案内を送ります
※希望者にフッ素塗布を行います

査

育児サロン

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 3/2㈭、4/6㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

康

◆行事等は、それぞれ魚津市ＨＰ、かづみ認定こども園ＨＰでご確認ください。

健

〈のびのび広場〉
平日の9:00～12:00、13:00～16:00
〈赤ちゃん広場〉
日時 3/15㈬ 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（かづみ認定こども園内 ☎23-2225）
〈にこにこ広場〉
平日の9:00～12:00、13:00～15:00

母子健康手帳
健康センター

実施日
受付時間

3/7㈫、4/11㈫
13:00～13:30

●３歳児健診
対 象 平成25年９月生まれの児
３月の育児サロン（保育園·幼稚園）は、お休みです

※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

妊婦さんの集い
教

１歳６か月児健診で申込まれた方

科

再就職を希望する看護師等に、看護の専門相談員による情報提供
や復職に対する悩み等の相談を行います。
日時 毎月第２水曜日 10:00～16:00
会場 ハローワーク魚津
対象 未就業の看護職員や看護職に興味をお持ちの方
問合せ 富山県看護協会 ☎076-433-5251

●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 3/10㈮
受付時間 10:00～10:25

歯

看護職員就業支援相談

●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 3/17㈮
受付時間 10:00～10:25

室

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
日時 3/15㈬ 受付 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）

3/15㈬
13:00～13:30

対象
日時

●フッ素塗布
２歳６か月になる児
3/10㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
3/16㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種
持ち物 予防接種券付き予診票、母子健康手帳、保険証
接種場所 市内指定医療機関（要予約）

おだに

こ

尾谷 さつ子さん（85歳・片貝地区）
「いつの間にやら世の中えらい変わっ
たね」と、若い頃を振り返りながら笑顔
で話す尾谷さん。田んぼや畑仕事の他
にも、山に杉の苗木を植えて育てたり、
炭焼きをしたり、農閑期には縄やむしろ
を編んだりと、とにかくよく働いてきまし
た。「朝、今日のうちにしようと思ったこと
を100とすれば、実際には120ぐらいしな
いとご飯をおいしく食べられなかった」と
いうほどです。これも丈夫な体に生んでくれた親のおかげと話しま
す。このほかにも、家族と一緒に干し柿を約2,000個も作っていた時
期があり、家では食べきれないため村に来る行商の人に分けてあ
げたりしていたそうです。
現在は、娘さんに時々温泉に連れて行ってもらうのを楽しみにし
ています。今の暮らしがあるのもご先祖のおかげ、と感謝の気持ち
を忘れない尾谷さん。これからも元気にお過ごしください。
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子どもの予防接種週間

３月１日㈬～７日㈫

３月31日が接種期限です
●麻しん·風しん第２期
対象 平成22年４月２日～平成23年４月１日
生まれの児（保育園·幼稚園年長相当）
●ジフテリア·破傷風混合第２期
対象 平成16年４月２日～平成17年４月１日
生まれの児（小学６年生相当）

高校３年生相当の方へ、進学·就職の前に
「日本脳炎」の確認を
昨年７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。
◆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までお越しください。

魚津で暮らす女性を増やそうと
活動するグループ
コ メ ソ ウ ド ウ

※ＳＯＤＯ

上野方小学校
あまの

５年生

天野

しょう

祥くん

僕の将来の夢
は、兄とプロ野球
選手になりバッ
テリーを組むこと
です。理由はテレ
ビで野球中継を見
て、かっこいいな
と思ったからです。プロ野球選手にな
るためには、今からいい結果が出せる
ように、大切なトレーニングを積み重
ねたいと思います。だから、体力を高
めるために、スポーツ少年団の練習だ
けでなく、家でも素振りや壁当てなど
練習をしています。夢に向かって、一
日一日を大切にし、努力していきたい
と思います。
ひろた

５年生

廣田

あいか

藍香さん

私の将来の夢は
看護師になること
です。なぜそのよ
うに考えるように
なったかという
と、私の祖母が看
護師で、どんな仕
事をするのかを聞いているうちに、命を
守る大変な仕事だけど、やってみたいと
思ったからです。私は、人と接すること
を苦手に感じたり、うっかりミスをした
りするので、これから人と話をすること
に慣れるようにしたり、たくさん勉強し
たりと努力していきたいです。そして、
元気で明るく、患者さんが安心できるし
っかりした看護師になりたいです。

「※ＳＯＤＯ」のメンバーは
魚津で暮らす、あるいは仕事
をしている20～30代の女性６
名。このグループは、若い女性
に、魚津に住み続けたい、魚津
で働きたいと感じてもらえるよ
うな仕掛けを考えようと、昨年
10月に結成されました。メンバ
ーは、自分たちと同じ世代の
女性に魚津の良さを伝えるに
▲フリーペーパーの表紙写真を撮影中
はどうしたらよいかとアイデア
を出し合い、魚津で暮らしを楽しむ女性を紹介するフリーペーパーを
この春に発行することを決めました。
フリーペーパーでは、県外から移り住んで魚津で仕事を始めた女性
など様々な形で魚津の暮らしを楽しむ女性を紹介します。取材をした
メンバーは「魚津を含め、地方には楽しい場所や女性が働く場所が少
ないと思われがちだが、魚津にいてもいろいろできる、楽しめるんだと
いうことを若い女性にも知ってほしい、そんな思いで取材にあたった」
と話します。フリーペーパーは市内全世帯に配布するほか、ショッピン
グセンターなど大勢の人が集まる場所に置いて、まずはできるだけ多
くの人に読んでもらうことを目指しています。
また、３月12日（日）にはホテルグランミラージュで「女性のための起
業支援セミナー」を開催。魚津でお店などを開いて仕事をしている女
性３名をゲストに招き、会場に集まった皆さんに生の声を聴いてもらう
だけでなく、特製ビュッフェのランチタイムもある、女性向けの楽しいイ
ベントです。スタッフとして関わる※ＳＯＤＯのメンバーは「女性がお
店を出して仕事をするという形はハードルが高いように見えるかもし
れないが、家事と両立しやすいというメリットもある。魚津は、買い物環
境もよく、バスもたくさん走っているし、子育ての面では保育園も多い
ので普通の生活をするのは困らない。そんな環境もあって、魚津で活
躍する女性がいること、魚津は暮らしやすいということを感じてもらい
たい」とＰＲします。
最後に、「※ＳＯＤＯ」のグループ名は、大正時代に魚津で起こった
「米騒動」にちなんだもの。当時、魚津の女性たちが生活を守ろうとし
た強い思いを今に引き継ぎ、女性の活躍を応援しようという思いが込
められています。生き生きと活動するメンバーの姿そのものが、きっと
多くの若い女性に響くことでしょう。
お誕生日おめでとう！

２歳になったよ！

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

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。

２歳

１歳
さわだ

澤田

あゆみ

歩実ちゃん

たなか

田中

しおり

紫桜里ちゃん
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昔の遊びも面白い

経田公で伝承遊び

経田公民館で地元の保育園児と小学生約100名が集まり、地域のボランティア団体の
皆さんと一緒に伝承遊びを楽しみました。この行事は、子ども達に伝承遊びの面白さや
良さを体験してもらおうと、経田地区学習支援ボランティア団体が例年この時期に開催
しています。
伝承遊びは、けん玉やこま回し、竹馬、あ
やとり、お手玉など全部で23種類。子ども
達にとっては初めての遊びも多く、大人から
時々手ほどきを受けながら全種類の遊び
を楽しみました。また、小学生が保育園児
の手を引いて会場を回るほほえましい風景
も。はせがわみなさん（経田小２）は「いろ
んな遊びができるので楽しい。ふくわらい
が一番面白かった」と話しながら、友達と一
緒に次々と遊びを楽しんでいました。

２/

１

Vol.1

◀紙相撲を楽しむ子ども達
「はっけよい、のこった」

魚津の課題の解決策は？富大生が研究成果を発表

富山大学経済学部の2～４年生17名が、魚津市の課題を見つ
けその解決プランを考える「地域再生論演習」の発表を行いま
した。これは、富山大学と魚津市が連携し、学生の地元就職率ア
ップや定着 · 定住につなげることを狙って開いた講座です。昨年
10月、村椿市長から学生に「うおづ地域研究員」の委嘱状を手渡
し、講座がスタート。学生は魚津市で現地調査を行うなどして、市
長に提案するプランを考えました。
学生の皆さんは、観光と食、空家の利活用など５つの分野ご
とに発表し、空家を改修して農業·漁業の就業希望者に提供する
プランや、若者が気軽に集まれる就活カフェの運営などを提案。
学生からは「魚津は富山市から遠いので行くこともなかったけ
ど、魚津で地元の人と話をするとこれから盛り上げていこうとい
う気持ちが伝わってきた。魚津を知るよい機会だったし、行動して
▲「うおづ地域研究員」として調査結果を発表する学生（右奥）
結果を出す経験にもなった」と前向きな感想が聞かれました。

２/

14

信州エクスターンシップを紹介

地域再生をテーマに講演

地域再生に向けた取り組みに関する講演会と意見交換
会が市役所で開催され、農林水産業や商工業団体、行政
などから約40名が参加しました。
ＪＡ共済総合研究所の古金上席研究員と川井主席研
究員が講師を務め、「信州エクスターンシップ」の取り組み
を紹介。首都圏の大学生37名が長野に１週間滞在し、そ
の間に企業訪問と農業体験をするという内容です。学生
は、就業体験だけでなく地方の暮らしという異文化を体験
することで職業意識が変わり、中には農業に関心を持つ学
生も現れるとのこと。意見交換会では、参加者から、エクス
ターンシップを就業にどうつなげるかといった質問があり、
川井氏は、地方で若者の受け皿を用意することが肝心と
説明しました。
▲講演の感想や事業への質問など、講師（右）と意見交換する様子

２３
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３ もうすぐ卒園

お母さんに感謝の一服

３ 月号
2017
№856

大町幼稚園で卒園記念のお茶会が開かれ、すみれ組（年長児）17名がお母さんに感
謝の気持ちをこめてお点前をしました。園児の皆さんは昨年５月から裏千家教授の泉
宗津先生を講師に毎月おけいこをし、また、６月には親子陶芸教室でお茶碗と菓子皿を
作ってお茶会の日を迎えました。
お母さんにお菓子とお茶を運び、「ど
Vol.2
うぞお召し上がりください」とていねい
に挨拶をする園児の皆さん。子ども達
の心のこもったお点前に、お母さん方の
柔らかなまなざしが注がれていました。
渡辺昴くんの母の真由美さんは「普段
は活発でよく動く子。お点前をする姿を
初めて見て、こんなこともできるように
自作のお茶碗でお点前をする園児
なったんだと子どもの成長を感じまし
の皆さん。ごあいさつも上手にでき
るようになりました
た」と笑顔で話しました。
２/

５ ベニズワイガニを味わって

魚津かにの陣

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

かに籠漁発祥の地魚津をＰＲするイベント「魚津かにの陣」が
海の駅蜃気楼で開催されました。人気を集めたのはベニズワイ
ガニの販売で、通常の値段よりも安いとあって午前８時の開場前
から長い行列ができるほどの大賑わい。おいしそうな色合いのカ
ニがぎっしりと積み上げられたコーナーでは、スタッフが休む間も
なくお客さんの注文を受けていました。
また、大なべでたっぷり作ったカニ鍋も大人気で、冷えた体を
温めるように熱々の汁物をゆっくりと味わう姿が多く見られまし
た。このほかにも、カニの甲羅焼きやカニごはん、カニシューマイ
などカニのメニューがずらりと並び、家族連れなどが冬のごちそ
うをたっぷり味わいました。
２/

５ たてもんを未来につなごう

▲ズラリと並んだ冬の味覚ベニズワイガニ。どれにしようかな？

講演会·シンポジウムを開催

－411

世帯数

16,723世帯

＋2

＋12

魚津産間伐材
有効活用量

4.8ｔ

http://www.uozu-p.jp/mamorigami.html
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編集後記

－28

12

月中旬から２月下旬頃ま

42,678人

▼

計

でがウマヅラハギの水揚げの

－224

ピークでした。大漁の様子が

－17

撮影したくて、年明けから何

21,992人

度か魚津港へ足を運びました

女

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（24ページ）によって間伐
された森林面積は1,300㎡となります。これ
は、テニスコート約5面となります。

が、自分が思い描く写真は撮

－187

れませんでした。どうやら今

－11

シーズンは例年に比べて不漁

20,686人

だったようです。▼しかし嘆

男

いている暇はありません。ま

前年比

もなくホタルイカの季節が到

前月比

来。今度は「ホタルイカの身

（平成29年１月末現在）

投げ」の写真に挑戦しようと

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

思います。勝負は新月の夜！

（中）

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/

「魚津のタテモン行事」が昨年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された
ことを記念し、新川文化ホールで講演会とシンポジウムが開催されました。
前半は、松島吉信氏（富山県知事政策局参事）が「魚津のタテモン行事と
日本の曳山行事」と題して講演。魚津は全国でも屈指の伝統文化の宝庫で
あり、この魅力を広く発信して保存·継承活動につなげてほしいと話しました。
後半は４名のパネリストによるシンポジウムで、それぞれの立場からたても
んに寄せる思いや意見を述べました。たてもん保存会の海苔会長は「約300
年もの間守られてきた伝統を引き継いでいくのが我々の使命。今後も、勇壮
で力強くそして楽しい祭りでありたい」と、魚津市観光協会の木下会長は「祭
り期間の観光客を増やすには、早めの宣伝とＳＮＳを利用した情報発信が
効果的」と発言。村椿市長は自ら作成した資料で「たてもんの森（仮称）」構
想を説明し、保存·継承活動に取り組む意欲を表しました。
▲たてもんの今後について意見交換するパネリスト

２４

