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今年は戌年
明けましておめでとうございます。
今年は、ワンダフルな一年にしましょう！

界基準で評価を頂いたことは誠に
喜ばしいことでありました。
さて、新たに迎えた本年は、市
民、企業、団体との協働、連携を
基本としたこれまでの取り組みに
加え、人口減少の進行にしっかり
と歯止めをかけ、高齢社会におい
て市民の健康増進を図るため、移
住・定住の促進、健康づくりの推
進について、重点的に取り組みを
強化してまいります。
また、これまで準備を進めてま
いりました、産婦人科クリニック
及び産前産後のケアにも対応する
子育て支援プラザの、平成 年
春の開設に向けた本格的な整備を
進めます。同時に、子育て支援環
境、教育の充実、通学環境の安全
確保のほか、若者の働く場所づく
りとして、本市の特性を活かした
産業振興や、新産業分野の育成に
も引き続き取り組んでいくこと
で、子どもを産み育てることがで
きるまちづくりを目指してまいり
ます。
今後とも、「市民が自信を持
ち、未来に希望のあるまち魚津」
を目指し、全力を尽くしてまいり
ます。
市民の皆様の市政に対するご理
解とご協力をお願い申し上げます
とともに、皆様のご健勝、ご多幸
を心からお祈り申し上げまして、
新年のご挨拶といたします。
第68回全国植樹祭とやま2017（５月28日）
天皇皇后両陛下ご臨席のもと、盛大に開催！

３

たてもん祭り、勇壮な曳き回し（８月４日・５日）
ユネスコ無形文化遺産登録後初の開催！

４

Sea級グルメ全国大会in魚津（10月14日・15日）
魚津バイ飯がグランプリ獲得！

５

たてもんの森プロジェクト植樹祭（10月28日）
海と森の繋がり、伝統文化を次世代へ！
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年の出来事 ―

２

― 平成
第４回WBC 石川歩選手出場！（３月７日）
パブリックビューで石川選手へ大声援！
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魚津市長

村椿 晃

明けましておめでとうございま
す。平成 年の新春を、皆様方と
ともに寿ぎたいと存じます。昨年
中は、市政全般にわたり、皆様か
らの温かい御支援と御厚情を賜り
深く感謝申し上げます。
昨年を顧みますと、魚津まつり
をはじめ、富山湾岸サイクリン
グ、天皇皇后両陛下をお迎えした
全国植樹祭、Ｓｅａ級グルメ全国
大会など多くのイベントを開催し
県内外から大勢の皆様にご来市い
ただき大いに賑わいました。
また、たてもんの森プロジェク
ト植樹祭を新川学びの森天神山交
流館にて開催し、海と山を繋ぎ、
自然と伝統文化を未来へ継承する
取り組みをしてまいりました。こ
れらのイベント開催に際し、ご協
力をいただきました関係各位には
誠に感謝申し上げます。さらに、
「うおづのうまい水」がモンドセ
レクション最高金賞を受賞し、世
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明けましておめでとうございま
す。市民の皆様には、平成 年の
新春を健やかにお迎えのことと、
市議会を代表しまして、心からお
慶び申し上げます。
昨年を振り返りますと、５月
日には桃山運動公園に天皇、皇后
両陛下をお迎えして、第 回全国
植樹祭が開催されました。多くの
方々の参加のもと、豊かな自然を
守り育て未来につなぐメッセージ
を全国に向け発信し成功裏に終了
することができました。市民の皆
様のご協力に感謝申し上げます。
８月には、「たてもん祭り」が
勇壮に繰り広げられました。ユネ
スコ無形文化遺産に登録され、県
内のみならず、全国から多くの
観光客が、夏の祭りを堪能しまし
た。市民の誇りである伝統文化を
未来に引き継いでいく決意を新た
にするものであります。
本年４月には、大町、村木、本

江、上野方の４小学校が統合され
「よつば小学校」としてスタート
します。来年４月には、住吉、上
中島、松倉統合小学校が全国初の
木造３階建ての校舎として整備さ
れます。将来の魚津市を担う子ど
も達が、ふるさとを愛し、明るく
元気に育つことと期待しておりま
す。
月には富山県で「ねんりんピ
ック富山２０１８」が開催され、
魚津市は卓球とラグビーの２種目
の会場となります。全国から多く
の皆さんをお迎えし、地域や世代
を超えた交流が深まり、健康と福
祉の増進につながることと期待し
ております。
市議会といたしましては、市民
に分りやすく開かれた市議会を目
指し改革を進めております。政策
提言はもとより、行政の監視・チ
ェック機能を高めるとともに、議
会の透明性の向上に努め、住みよ
いまちづくりのため全力で取り組
んでいく所存であります。
本年も市議会に対し、一層のご
理解とご協力を賜りますようお願
い申し上げますとともに、皆様に
とって今年一年が健康で明るい幸
せな年でありますよう心からご祈
念申し上げまして、新年のご挨拶
といたします。

３
５
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関口 雅治
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魚津市議会議長
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１月26日㈮から
図書館で住民票の写しと、
印鑑登録証明書の請求が可能になります！
【交付場所】
図書館１階交付専用窓口
【受付日時】
図書館開館日の午前９時から午後５時まで
※原則、毎週月曜日と第４木曜日は休館日です。
【発行できる証明書と請求できる人】
住民票の写し：本人又は同一世帯の方
印鑑登録証明書：本人又は代理人
※マイナンバーの記載がある住民票及び住民票の除票
の交付は市民課でのみとなります。
※印鑑登録証明書の発行には印鑑登録証が必要です。
【手数料】
300円／１件
【問合せ】
市民課市民係 ☎23-1003
図書館 ☎22-0462

！

請求する際には次のような本人
確認書類の提示が必要です。

１点でＯＫ
運転免許証、個人番号カード、パスポー
ト、障害者手帳など
２点必要
健康保険証、介護保険証、年金手帳など

第40回林道維持管理コンクール

富山県特定（産業別）

農林水産大臣賞 受賞

最低賃金の改正

東城地区林道愛護会（会員数：44名）

この最低賃金は、県内事業場で働く全ての労働者
（パート、アルバイト等含む）に適用されます。
時間額
効力発生日
（）内は増減額

最低賃金の件名

昭和37年から林
道奥東城１号線
（延長3,332m）の
維持管理に努めて
います。春から夏
は側溝内の土砂上
げや路面整理、草
刈等を行い、雪解
け後には林道のパ
トロールなどを行
っています。
また、林道内から眺望できる「横舞の滝」の滝見台
は東城地区林道愛護会で設置されたものであり、これ
らの功績が認められ、今回の受賞に繋がりました。

玉軸受・ころ軸受、他に分
類されないはん用機械・装
置、トラクタ、金属工作機
械、機械工具、ロボット、

864円

Ｈ29.12.17

（＋18円）

自動車・同附属品製造業
電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業
百貨店、総合スーパー
上記以外の産業

問 富山労働局賃金室

800円

Ｈ29.12.22

（＋14円）
820円

Ｈ29.12.06

（＋10円）
795円

Ｈ29.10.01

076-432-2735
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水の学び舎ツアー 参加者募集！
【第７回】
感動！クロスカントリーでゆく片貝冬物語

－ 雪深いキャンプ場とその先へ －

今年度の最終回は、雪深い片貝の山で不思議な雪景色とその恵みを体感します。動物の足跡や樹木の冬芽など、こ
の時期でなければ見ることのできない光景が満載です。初心者でも大丈夫！手取り足取り安全第一で行います。
●日時
２月10日㈯ ９:00～13:00頃 少雨決行
※埋没林博物館駐車場に８:50までに集合
●見学場所 片貝山ノ守キャンプ場周辺など
※天候によってルートを変更する場合があります。
●申込期間 １月22日㈪～26日㈮
●参加費
１人1,000円（ガイド料・保険代含む）
※飲み物や行動食（アメやチョコレート等）のほか、
防寒具やサングラスは各自ご持参ください。
※スキー装備は桃山運動公園で借用します。（無料）
●定員
20名（先着順）
※定員を超えた場合は、初参加の方を優先します。
【申込み・問合せ】
企画政策課地域資源推進班
23-1067
メール planners@city.uozu.lg.jp

！
・クロスカントリーに適した服装でご参加ください。
・申 込時に氏名、住所、電話番号をお知らせくださ
い。後日詳しい案内を送付いたします。

職場体験プログラムへの
協力企業を募集中！

全国学校給食週間のメニューを味わおう！

若年無業者の自立と就労支援を目的に、職場体験で
仕事の適性や興味を探るとともに、働き手を求める企
業と若者をつなぐプログラムです。受け入れにご協力
いただける企業等がございましたらご連絡ください。
【受入期間】
20～40時間程度／週 ※１日あたり４～８時間
【受入対象】
15歳から39歳までのにいかわ若者サポートステーショ
ンの利用者
【募集作業等】
倉庫内作業、農作業、製造業、ホテルのベッドメイキ
ング・掃除等
【その他】
訓練費や交通費、送迎等の企業負担はなく、受入期間
中は厚生労働省が定める傷害・賠償責任保険に加入し
ます。
【問合せ】
にいかわ若者サポートステーション ☎57-2446

今年も昨年に引き続き、市民を対象とした試食会を
開催いたします。テーマは「全国学校給食週間：小学
校のリクエストメニューを味わおう！」です。
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学校給食試食会 開催！

Menu

【日時】
― 献立予定 ―
１月23日㈫ 12:15～
★蒸しパン
【会場】
★しょうゆラーメン
魚津市学校給食センター
→学校給食限定！米粉
【参加費】
100％の麺を使用！
313円（当日支払）
★ししゃもフライ
【定員】
★梅ドレッシング和え
先着40名
★牛乳
【申込期限】
１月12日㈮
※１回で複数人の申込みも可能です。
【申込み・問合せ】
魚津市学校給食センター ☎24-2720

農地のことは

農業委員会にご相談を！
農地の権利を有する者には、「農地を農地として利用する責務」があります。自ら耕作できな
いなど、農地の利用でお悩みの方は、お早めに地元の農業委員、農地利用最適化推進委員や農業
委員会事務局へご相談ください。

農地中間管理事業で、皆さんの農地を活かしましょう
農地中間管理機構（富山県農林水産公社）が、農地を貸したい農家（出し手）から中間的受け皿として借り受け、
意欲ある担い手（受け手）に貸し付けることで、地域の担い手に農地を集積しています。この事業に協力していただ
く農地の出し手や地域の皆さまへの支援措置もありますので活用をご検討ください。

農地の売買、貸借、宅地等への転用には許可が必要です
農地をそのまま売買等する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
また、農地を耕作目的で貸借する場合は、利用権設定等促進事業を活用することで、より簡易に農地の貸し借りが
できます。
一方で、農地を宅地等に転用する場合は、市の農業委員会を経由して、県知事の許可を受けなければなりません。
無断で転用した場合や転用許可どおりに転用しなかった場合には、農地法違反になり、工事の中止や現状回復等を
含めた是正指導が行われ、懲役や罰金などの罰則が科せられることもあります。また、転用できる場所や面積などの
制限がありますので、地元の農業委員、農地利用最適化推進委員や農業委員会事務局にご相談ください。

相続などで農地の権利を取得したときは
農地法の許可を必要としない、次の理由などにより、農地の権利を取得した方は農業委員会へ届出を行う必要があ
ります。なお、権利を取得したことを知った時から、概ね10か月以内に届出をすることとされています。
・相続（遺産分割、包括遺贈、特定遺贈などを含む。）
・法人の合併・分割
・時効
各種申請書や届出書は、市のＨＰの【申請書・刊行物ダウンロード】から入手できるほか、魚津市農林水産課の窓口でも
お渡しできます。

農地利用最適化推進委員が各地区に任命されました
農地利用最適化推進委員の主な活動は、次の３つです。
①担い手への農地等の利用の集積・集約化の推進
②遊休農地の発生防止・解消の推進
③相談窓口・農地の斡旋等による新規参入の推進
農地等の利用の最適化に関する相談は、地元の農業委員、農地利用最適化推進委員や農業委員会事務局へご相談く
ださい。

問

魚津市農業員会事務局（農林水産課内）

☎23-1032
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税金に関する４つのお知らせ

１

３

―事業主の皆さまへ―
給与支払報告書の提出について

事業主の方は、給与支払報告書を従業員の方の平成
30年１月１日時点の住所地である市区町村へ、平成30
年１月31日㈬までに提出してください。
【問合せ】
税務課住民税係（⑭番窓口） ☎23-1009

２

セルフメディケーション税制（医療費控
除の特例）について

健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組※１
を行う個人が、平成29年１月１日から本人や本人と生
計を同じにする親族に係る特定一般用医薬品※２の購入
費用を1年間に１万２千円を越えて支払った場合、その
超える部分の金額（控除限度額８万８千円）を所得控
除できる特例が創設されました。ただし、従来の医療
費控除との選択適用となります。
※１…イ ンフルエンザ予防接種、会社の定期健康診
断、市町村がん検診など
※２…薬 局等で市販されており、レシートに対象商品
であることが表記されています。
【問合せ】
税務課住民税係（⑭番窓口）☎23-1009

償却資産の申告について

事業用の資産を所有している方（個人・法人）は、
平成30年１月１日現在の資産の所在、種類、数量など
を平成30年１月31日㈬までに申告してください。
なお、該当する資産がない場合も、その旨を申告書
に記載し提出してください。
また、申告書が必要な場合は税務課までご連絡くだ
さい。申告はエルタックスからも行えます。
【問合せ】
税務課資産税係（⑬番窓口） ☎23-1069

４

魚津税務署による、
確定申告相談会のお知らせ

【開催期間】
２月16日㈮～３月15日㈭ （土・日・祝日は除く）
９:00～16:00
【会場】
魚津税務署４階（魚津合同庁舎内）
※期間中は駐車場が大変混雑しますので、相乗り又は
公共交通機関をご利用の上お越しください。
【問合せ】
魚津税務署 ☎24-1370

障害者・特別障害者控除の申請について
介護保険の要介護２以上の認定を受けておられる、65歳以上の、知的障害者、身体障害者に準ずる状態又は寝たき
りの状態であることが認められる方に対して、申請に基づき、年末調整・確定申告用の認定書を交付しています。

要介護度

日常生活自立度

障害者に該当

特別障害者に該当

寝たきり度

車イス、寝たきり

－

認知症の程度

中・高度の認知症

－

寝たきり度

車イス、寝たきり

－

認知症の程度

中度の認知症

高度の認知症

寝たきり後

車イス

寝たきり

認知症の程度

中度の認知症

高度の認知症

要介護２

要介護３

要介護４・５

7

広報うおづ

2018-1

【審査方法】
要介護認定にかかる資料（「主治医意
見書」等）を審査して決定します。
※要介護２以上の認定を受けていても
非該当となる場合があります。
※平成29年内に亡くなった方も対象と
なります。
【問合せ】
社会福祉課介護保険係
（④番窓口）☎23-1148

魚津市民バスからのご案内
市民バスの「車内広告」を
ご存知ですか？
市民バスの利用者数は、年間で約15万人です。市民バ
スの車内広告を活用すれば、“安価”で“確実”に、多
くの方にＰＲすることが可能です。
掲示可能な広告のサイズなど詳細はお問合せ下さい。

― 郊外ルートの運休日について ―
１月８日（月・祝）は、市民バス郊外ルート（上野
方、松倉、坪野、中島、天神、経田―道下、片貝）は全
運休となりますので、ご注意下さい。

運転手さんを募集！

市民バスの
担当路線

【広告のタイプ】
①液晶テレビモニター
対象ルート／市街地巡回ルート（東・西回り）
掲示位置／運転席後ろ
→全ての座席からハッキリ見えます！
費用／１月あたり5,000円

雇用期間
募集人数
勤務時間
勤務日
運休日

②座席裏広告

賃金
その他

対象ルート／全ルート
掲示位置／各座席の後部
→後部や周辺の乗客に細かい内容をＰＲできます！
費用／１枚あたり1,000円

必要資格

問 商工観光課交通政策係

問合せ

①上 野方、天神、経田－道下、片貝ル
ートのいずれか
②坪野、松倉、中島ルートのいずれか
雇用開始日～１年間（原則更新）
２名
6:00～20:00（休憩時間145分）
原則週２～３日（シフト制）
日曜・祝日・年末年始（12/31～１/３）
時給950円
社会保険、厚生年金、雇用保険の適用
及び通勤手当、ガソリン手当あり
中 型（一種又は二種）若しくは大型
（一種又は二種）自動車運転免許
①魚津交通㈱ 22-0640
②㈱金閣自動車商会 22-0144

☎23-1380

就学援助入学準備金の
入学前支給について
【受付期間】
１月９日㈫～31日㈬
【申請の手続き】
申請書に必要書類（平成28年中の所得がわかるもの）
を添えて教育委員会へ提出してください。申請書は学
校教育課に備え付けています。
※現在小学校６年生で就学援助の認定を受けている方
も申請が必要です。
※入学前支給を受けた場合は、７月末に入学用品費の
支給はありません。

従来７月末に支給していた入学
用品費の就学援助について、入
学前からの支給が可能になりま
した！

【対象者】
以下の全ての要件に該当する方
①魚 津市教育委員会が定める基準により経済的に困窮
していると判断される世帯
②平成30年１月１日現在で魚津市に住民票がある世帯
※平成30年４月の入学式前に市外へ転出する方を除く
③平成30年４月に小・中学校へ入学予定のお子様をも
つ保護者の方
問 学校教育課学校教育係

☎23-1044

2018-1

広報うおづ

8

魚津消防署からのお知らせ

問 魚津消防署

☎24-7980

平成30年消防出初式
■日時

１月６日㈯

９:00～12:30

■場所

新川文化ホール、市役所周辺ほか

▼プログラム
予定時刻

内容

場所

９:00

鎮火祈願・義勇塔参拝

魚津神社・大泉寺

10:00

式典（消防団員の表彰等）

新川文化ホール

11:00

市中パレード

▼交通規制図
第２分庁舎

駐車禁止

にいかわ信用金庫本
店前から市役所まで

観閲式・分列行進（消防職・
11:20

片側通行・通行止め

市役所

団員530名、消防車両27台、
防災ヘリ１機）

市役所周辺

市役所前公園

11:45～ 新入団員放水、救助訓練展
12:00

示、一斉放水

12:00

軽消防自動車寄贈式

市役所正面玄関横

12:15

消防音楽隊演奏

市役所正面玄関

山側職員駐車場

●ホテルグランミラージュ

至魚津駅

至国道８号

※新川文化ホールには一般観覧席が設けられます。
※交通規制図のとおり市役所周辺の一部道路が、11:00～12:00の間、片側通行又は通行止めとなります。現場の警察
官、消防職員の指示に従ってください。
※市役所正面駐車場と第2分庁舎駐車場、山側職員駐車場は使用できません。ご理解とご協力をお願いします。

魚津消防署海上出初式
及び冬季海難救助訓練

１月26日は文化財防火デー
文化財防火訓練

■日時

１月13日㈯

■日時

１月23日㈫

■場所

魚津港南地区（上口地内）

■場所

宮津八幡宮（宮津地内）

安全祈願の後、救命
索発射銃取扱訓練及び
海難事故を想定した総
合訓練を行います。ま
た、色水での一斉放水
を実施します。消防職
員及び救難所員が約40
名が参加予定です。

9
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９:30開始

９:00開始

１月26日は、奈良法隆寺金堂の壁画が焼失した日
（昭和24年）にあたります。文化財を火災、地震その
他の災害から守るため、この日を『文化財防火デー』
と定め、全国的に文化財防火運動を展開しています。
魚津消防署では、宮津八幡宮において文化財防火訓
練を実施します。訓練に伴い、周辺道路を交通規制し
ますので、ご理解とご協力をお願いします。
魚津市にも、建物・彫刻・絵画等の文化財が多く残
されています。後世に末永く伝えていくため、大切な
文化財を災害等から守りましょう。

く ら し
母子家庭等のための
修学資金貸付のご案内

５･１５３

が、ご了承ください。
また、集積場周辺の除雪に
ついて、地域の皆様のご協力
をお願いいたします。

事件や事故は１１０番
相談事は＃９１１０番

10
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源泉徴収票は大切に保管
してください
魚津年金事務所

ねんきんダイヤル
０５７０ ０･５ １･１６５
年中に老齢又は退職

平成
魚津警察署

平日は電話相談を受付中

 ０･１１０
「１１０番」は警察への緊
急通報用電話番号です。緊急
ではない警察相談の場合は、
「＃９１１０番」をご利用く
ださい。

冬道のドライブは安全運
転を心がけましょう
環境安全課生活安全係

※増改築、建具、障子のはりかえなど

を支給事由とする年金を受け
られた方に、「平成 年分公
的年金等の源泉徴収票」が日
本年金機構から送付されます。
この源泉徴収票は、確定申
告を行う際に必要となります
ので大切に保管してください。
なお、遺族年金や障害年金
は、非課税のため源泉徴収票
は発行されません。
魚津年金事務所では予約制
の年金相談を実施しています
のでご活用ください。

降雪時のごみ・資源物の
収集について

13時～16時

こども課子育て支援係
（⑦番窓口） １･００６
市内在住の母子及び父子家
庭の児童や、父母のない児童
が、高校・短大・大学・専門
学校などに修学する場合に、
その授業料等の資金を貸付し
ます。制度の利用には事前相
談が必要ですので、まずはお
問合せください。
●貸付利率 無利子
●貸付限度額 ２万７千円～
９万６千円／月額
※条件により異なります。

認知症介護者サロン

環境安全課生活安全係

 １･０４８
冬道は積雪や凍結により通
常より事故が多く発生してい
ます。冬用タイヤやチェーン
を装着し、お出かけの前には
気象情報を確認するなど冬道
の走行に備えましょう。
また、冬道に限らず、スピ
ードを抑える、車間距離を十
分にとるなど、ゆとりあるド
ライブを意識し、安全運転に
努めましょう。

☎22-5078

16日㈫

☎076-441-0432

第４会議室

☎24-2255

住宅相談

富山県社会保険労務士会

魚津市役所３階

13時半～16時

18日㈭

総合労働相談

魚津市地域住宅相談所

10時～11時半

魚津地域建築組合

富山県東部生活自立支援センター

11日㈭

魚津市社会福祉協議会

☎23-1093

生活・就労相談

協会新川支部

新川文化ホール

13時～16時

18日㈭

不動産相談

（⑪番窓口） １･０４８
ごみや資源物は各地区で決
められた日の午前８時までに
出すようお願いします。再収
集はできませんので、十分ご
注意下さい。なお、収集時刻
は天候や交通状況などにより
若干前後することがあります

※市内在住の65歳以上の方又はその家族

社会福祉課分室

14時～16時

☎23-1007

13時～16時

魚津市地域包括支援センター

16日㈫

社会福祉課高齢福祉係

23日㈫

☎22-0461
13時半～16時

魚津市役所

富山地方法務局魚津支局

５日㈮

市民相談室

☎23-1003
魚津市役所１階

人権相談

魚津市役所１階

認知症相談（要予約）

市民課市民係
11日㈭・18日㈭

29

問合せ
会場
日時
相談会

24
23

24

23

29

魚津市地域包括支援センター

23

13時～16時
行政相談

高齢者向け法律相談（要予約 ３枠）

23


１･０９３
●日時 １月 日㈮
午後１時半～３時半
●会場 おあしすみどり（緑
ヶ丘病院横）
●参加費 １００円
※参加 を 希 望 す る 方 は 事 前 に
ご連絡ください
12

―１月の無料相談会日程―

（公社）富山県宅地建物取引業

（相川）☎090-3295-7311

第４期
第７期
第７期
第５期

街頭献血にご協力を

沖田 崇寛

六郎丸

3,000円

中田 豊治

吉島

100,000円

（故）峰松 治信

本町

50,000円

23

募 集

健康友の会

魚津市スポーツ 推 進 委 員 を

▼社会福祉基金へ

募集します

ご寄付ありがとうございました

生涯学習・スポーツ課

１月29日㈪ ９:00～11:30
魚津市役所１階 正面ロビー

スポーツ係 
１･０４６
スポーツ基本法に定められ
た非常勤公務員として、魚津
市のスポーツ推進のために活
動しています。活動内容とし
ては地域住民に対する実技指
導や、市と地域の連絡調整な
どを行っていただきます。
詳しくは市のＨＰをご覧く
ださい。

●日時
●場所

ご家庭に未登録の象牙は
ありませんか

市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

象牙在庫把握キャンペーン
事務局

期限：１月31日㈬

０３ ６･６５９ ４･６６０
環境省は、国内にある象牙
の在庫把握を進めています。
未登録であっても、単に所有
しているだけであれば合法で
す。しかし、売ったりあげた
りするのは違法です。未登録
の象牙をお持ちの方はご連絡
ください。
なお、登録対象になるのは
全形を保持した象牙のみで
す。印鑑やアクセサリーなど
の象牙製品は対象外です。

市税等納期限のご案内

▼魚津市へ

北陸支社 富山支店

富山市

喫煙設備、
スタンド灰皿

富山市

▼善意銀行（社会福祉協議会）へ

22-8388

（故）松﨑 政夫

上口

100,000円

（故）﨑 一男

宮津

100,000円

（故）中山 美志子

東山

100,000円

（故）峰松 治信

本町

50,000円

本江

200,000円

米山 俊夫
JAうおづ女性部

31

1

23

●任期 平成 年４月１日～
平成 年３月 日（２年間）
●対象 市内在住の 歳以上
の方
●募集締切 １月 日㈬

日本たばこ産業株式会社

車いす10台

市営住宅・特公賃住宅
入居者募集

富山たばこ販売協同組合

―

都市計画課建築住宅係

協会 理事長 山本 利郎

 １･０３１
申込期間は 月４日㈭から
１月 日㈬までです。
市営住宅（３ＤＫ）
▼六郎丸団地…１戸
（４階１戸）
▼青島団地…１戸
（４階１戸）

一般財団法人北陸郵便局長

32

31 30

17

北鬼江

4,500円

新金屋

42,231円

家族でつくる！

新金屋

27,788円

ハートフルランチ

上口

8,000円

本町

25,000円

20

魚津市老人クラブ連合会
シルバースポーツ大会
チャリティコーヒー
魚津市老人クラブ連合会
チャリティダンスパーティ
上口保育園職員一同
茶道裏千家淡交会 魚津
支部 支部長 大澤 範洋
さくらの会

つむぎ倶楽部

中央通り

手作りマフラー、
ひざ掛け等多数

吉島511

☎22-6006

１月20日㈯

13:30～16:00

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
●日時
●利用料

11
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１月11日㈭
300円

2018-1

２月４日㈰ 10:00～13:00（受付９:30～）
新川学びの森天神山交流館
お子様とそのご家族15組
100円／１人（未就学児は無料）
志摩永司さん（Hｏｔミール代表）
オムライス、サラダ、簡単デザート
エプロン、三角巾、手ふき用のタオルなど

！ つめを切っておきましょう。

介護家族の集い
●日時

日時
会場
対象
参加費
講師
メニュー
持ち物

10:00～15:00

【申込み・問合せ】
魚津市男女共同参画地域推進員連絡会（地域協働課内）
☎23-1131
メール chiiki-kyodo@city.uozu.lg.jp
※またはお近くの男女共同参画地域推進員まで

12
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「ふるさと祭り東京２０１８」

10 0

●指導 魚津市スキー協会
●申込期限

たてもんの曳き回しを披露！

50 40

市民スキー教室受講者募集

催 し 物

30 20

日㈬まで

日㈬まで

7 11

日㈯分…１月

２０１８新春ミラージュ
カルチャーフェスタ

1

1

日㈰分…１月

春のもくもくフ リ マ ＆
ワークショップ 出 店 者 募 集

10

▼ 月 日㈫
③ 午前 時 分～午後 時 分
④午後 時 分～ 時 分
▼ 月 日㈬
⑤午後 時半～１時
⑥午後 時半～４時
【ミラたんの出演】
「ご当地キャラ大集合」
▼１月 日㈪～ 日㈬
午後３時～３時 分
「ご当地キャラ体育祭」
▼１月 日㈫
午後３時～３時 分
【問合せ】
商工観光課観光係
 １･０２５

7

17

20

0 17 6 11 16

3

15

16

新川文化ホール

21

10 50

もくもくホール

7 10 15

24 17

 ０･９０９
●日時 ３月４日㈰
午前９時～午後２時
●会場 もくもくホール
●募集数 先着 区画（１区
画あたり ｍ× ｍ）
●申込期限 ２月 日㈯
※出店 料 や 注 意 事 項 な ど 詳 細
はお問い合わせください。

日本全国から伝統の祭りや
グルメが集う「ふるさと祭り
東京２０１８」に「たても
ん」が出演します！
関東方面へ旅行される方、
東京に友人や知人がいらっし
ゃる方などは、お誘い合わせ
のうえ、ぜひご来場くださ
い。
【開催期間】
１月 日㈮～ 日㈰
【会場】
東京ドームお祭り広場
【たてもんの出演】
▼ 月 日㈪
①午前 時 分～ 時 分
②午後 時 分～ 時 分
12

1

（公財）魚津市体育協会
（ありそドーム内）
 ９･８００
●日時 １月 日㈯、 日㈰
午前９時～午後３時
●会場 立山山麓スキー場
らいちょうバレーエリア
※現地集合、現地解散です。
●対象 未就学児（年中・年
長）、小学生
●定員 未就学児コース 名、
小学生基礎コース 名
●参加費 １５００円／１日
※スポラ会員は１００ 円
※リフト代は個人負担です。
2

イルミラージュ ＵＯＺＵ

 １･１２３
見て、聞いて、体験しよ
う。文化教室の活動成果を一
堂に会して発表します。
●日時
【展示の部】
１月 日㈯・ 日㈰
午前 時～午後５時
【ステージの部】
１月 日㈰
午後 時半～ 時 分 （予定）
※文化 教 室 の 体 験 講 座 は 、 教
室ごとに異なります。
●会場 新川文化ホール

年賀詞交歓会

 １･０１６
●日時 １月４日㈭
午後６時半～８時
●会場 ホテルグランミラージュ
天翔の間
●会費 ４千円

企画政策課秘書係

平成

28

4

23

40

28 20

【問合せ】
イルミラージュＵＯＺＵ実行
委員会（魚津商工会議所内）
 １･２００

23

20

23

20

23

10 27

0 28

30

28

15

0
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今年も、冬の夜を彩る
「２０１７イルミラージュＵ
ＯＺＵ」が魚津駅前を中心に
始まりました。素敵な雰囲気
をお楽しみください。
【点灯期間】
２月 日㈬までの、
午後５時～午前０時半
【協賛金のお願い】
個人は一口１千円から、企
業は一口１万円から協賛金を
受付けております。皆様のご
協力をお願いいたします。
28

▲３年前のふるさと祭り東京2015にも出演

回もちつき交流会

第

回桃山雪まつり

魚津桃山運動公園
22

 ０･０７７
長さ ｍの「迫力満点！ジ
ャンボ滑り台」や小さなお子
様も楽しめる「キッズスライ
ド」、スノーモービルに引か
れ雪上を滑走する「のりのり
チューブ」、「アイスクリー
ム手作り体験」など、子供か
ら大人まで一緒に雪と遊べる
イベントが盛りだくさん！

●日時 １月 日㈰
午前 時～午後２時
●会場 桃山運動公園

新年水泳フェスティバル
魚津市総合体育館

島澤

社会福祉協議会

１月の歩こう会

魚津歩こう会

※各市は臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

第
魚津市障害者連合会
（石田） ４･６７０
社会福祉課福祉係
（⑥番窓口）
１･００５
福祉施設を利用している皆
さんと、もちつきで交流を深
めましょう。参加無料です。
●日時 １月 日㈮
午後１時半
●会場 魚津市障害者交流セ
ンター

第 回市民体育大会
（第 回スキー競技会）
（公財）魚津市体育協会
（ありそドーム内）
 ９･８００
●日時 ２月４日㈰
午前 時 競技開始
●会場 シャルマン火打スキ
ー場（新潟県糸魚川市）
※無料送迎あり
●種目 大回転（アルペン、
スノーボード）
●参加資格 小学生以上の市
内在住又は在勤、通学者

☎22-1200

※山の駅もくもく野菜市と蜃気楼バザールは、３月まで休業します。

（地﨑） ３･９４６
●日時 １月 日㈰
午前９時 魚津市役所集合
●コース 魚津八幡宮まで歩
き、初詣をします。その後、
角川に沿って海岸まで歩き、
立山連峰を拝んで帰ります。

※松倉もちより市は、４月まで休業します。

☎22-1105

わいわい市

24

40

―
地場産品の販売情報

 １･２６３
パン食い競争や買い物レー
スなど楽しいイベントがいっ
ぱい！どなたでも無料で参加
できます。
●日時 １月 日㈰
午前 時～午後０時半
※受付は午前９時半開始
●会場 館室内温水プール

2018-1
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魚津漁協経田支所

経田漁港

毎週㈬ 10時半

☎22-8388

14時～15時

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

☎33-9413

毎週㈮ 15時半

銀座通り商店街

毎週㈬ 10時半

銀座ワイワイ市

委員会（平日のみ）

海の駅蜃気楼

６時半～10時半

問合せ

会場

開催日時

魚津の朝市実行

毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

21

※小学 生 は 学 校 を 通 じ て お 申
し込み下さい。
●参加費 無料
※リフト代は個人負担です。

22

経田漁港

14

地元生産者らによる農産物や水産物、手作りの商品などの販売情報
です。お気軽にお立ち寄りください。
14

23

―
10

10

66

57

10

23-1045
問 生涯学習・スポーツ課 生涯学習・文化係

24

23

１月７日㈰ 10:00（受付９:30）～
新川文化ホール 大ホール
日時
会場

19

魚津市成人式

12

第一部は式典、第二部はア
トラクションです。
特賞としてテーマパークの
ペアチケットがあたる豪華
抽選会も開催！
新成人の皆様のご来場をお
待ちしています！

14

― 平成30年 ―

― 冬期休業中の施設 ―

魚津水族館
９:00～17:00

（入館16:30）

☎24-4100

１月２日㈫から開館します！
１月２日㈫・３日㈬の両日は、先着50名の３歳以上のお子
様にお年玉をプレゼントします！

ミラージュランド
休園期間…３月中旬まで
早月川パークゴルフ場
休園期間…３月31日㈯まで
歴史民俗博物館
休館期間…３月31日㈯まで

2018年 戌年にイヌザメの赤ちゃん登場！
イヌザメはさんご礁に生息する小型のサメです。「戌年」
にちなみ、かわいいイヌザメの幼魚を展示します。
●展示期間

１月14日㈰まで

●会場

３階 写真水槽横

魚津埋没林博物館
９:00～17:00

小さくてカワイイ！カメレオンBABY'Sを展示中！
エボシカメレオンの赤ちゃんを展示しています。１年ほ
どで成体とほぼ同じ体長40～50㎝になるので、小さくて
カワイイ姿を見るチャンスは今だけです！
●展示期間

１月31日㈬まで

●会場

うおすいファミリウム

※早期展示終了する場合があります。

休館日について

（入館16:30）

☎22-1049

カフェやキッズスペースなどの整備
のため、３月下旬まで休館します
リニューアルオープンの日時などは、決まり次第、埋没
林博物館のＨＰ等でお知らせします。
●休館期間

１月１日～３月下旬（予定）

３月12日㈪まで毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）

平成30年春にオープンするカフェの運営は「株式
会社リンデンバウム」さんが行います

を休館日とします。

魚津特産のフルーツを活かし、魚津の魅力を感じ取って

館内メンテナンスによる臨時休館のお知らせ

もらえるようなスイーツをご提供する予定です。

２月20日㈫から23日㈮まで臨時休館します。

オープンをぜひお楽しみに！

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

市民ためのクラシック講座Vol.２

新年に贈るオペラガラ
「オペラの楽しみ方」
４人の声楽家によるオペラの名曲を解説とともに、有名

安田裕美さん

松崎加代子さん

近藤洋平さん

なアリアや重唱の世界をお楽しみください。
●日時

１月21日㈰

開演14:00（開場13:30）

●会場

桜ホール

●出演

ソプラノ：安田裕美（魚津市出身）、松崎加代子
テノール：近藤洋平

バリトン：門田宇

ピアノ・案内役：大野由加
●演目

門田宇さん

大野由加さん

誰も寝てはならぬ／プッチーニ
闘牛士の歌／ビゼー
乾杯の歌／ヴェルディ

― 平成30年度定期利用団体を募集中！ ―
他

●料金

500円／１人（全席自由）

●定員

100名（要予約）

※当日は会場と魚津駅を結ぶ送迎を行います。
迎え

→

魚津駅発

送り

→

学びの森発

13:30
16:00予定（終演後）

●対象団体

通 年での利用日時が概ね決まって
いて、月２回以上利用する団体

●利用時間

開館日の９:00～22:00

●申込締切

２月９日㈮

※利用可能な施設など詳細はお問合せ下さい。

2018-1
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Books info

休 館 日

22-0462

魚津市立図書館

おはなしを楽しむ会
毎週土曜日
ひまわりの会
１月21日㈰

１月１日㈪～３日㈬、15日㈪、22日㈪、25日㈭、29日㈪
開館時間

9 :00～21:00

※土・日・祝は 17:00まで

10:30～
10:30～

新着図書 『毎日の食べるみそ汁100』（杵島直美）、『カネと共に去りぬ』（久坂部羊）、『インフルエンス』（近
藤史恵）、『レモンちゃん』（さとうめぐみ）、『髪がつなぐ物語』（別司芳子）

ほか多数

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『親子で学ぶ スマホとネットを安心に
使う本』～子供にスマホを持たせる前に読む本～

●日時

１月14日㈰

●作品

「二宮金次郎物語」（1998年 115分）

著／/鈴木朋子 監修/坂元章

技術評論社

14:00～

天明7年、相模の国の百姓の長男として生まれた二宮
金次郎。子どものころ、洪水により財産を失い、両親を

スマホやタブレットを使う子ど

相次いで亡くします。逆境に負けず、父の残した「学問

もが増えています。本書は子ど

を志せ」という教えに従い、薪を背中に背負いながらも

もが安全にインターネットを利

一心不乱に読書にはげみ猛勉強します。青年になった金

用するために、親はどうすれば

次郎は農民に生きがいと働く喜びを与え、農村の立て直

よいかを実例を交えて解説。気

しに成功するなど様々な業績を残していきます。

軽に読めるページ構成です。

貸出中の本を予約したいとき

子どもがインターネットの悪影
響を受けないか、ネット犯罪の

館内カウンター又は図書館のＨＰでご予約ください。

被害に遭わないか心配する親御

また、当館に所蔵されていない資料は、県内外の図書館

さんにオススメの１冊です。

から借用してご提供することも可能です。

魚津地域職業訓練センター
新川学びの森天神山交流館内

☎31-7001

IT講習受講者募集（定員各20名・テキスト代別）
コース一覧
復習（ワード・エクセル）（受講料3,000円）
２/５㈪～７㈬、９㈮

9:00～12:00

インターネット入門（受講料1,500円）
２/13㈫・14㈬

9:00～12:00

iPad入門（受講料700円・端末利用料2,000円）
２/16㈮

ワード中級（受講料3,000円）
9:00～12:00

ワード活用（受講料3,000円）
２/26㈪～28㈬、３/２㈮

（火曜休館）

☎23-9800

ランニングコースが使用できない日時（12/18時点）
１/６㈯
14㈰

～17:30×
～18:00×

20㈯・21㈰
27㈯・28㈰

～17:00×
～17:00×

※12/29㈮～１/３㈬は年末年始により休館です。

最新のマシンでトレーニング！
スタッフがマシンの使い方を丁寧に分かりやすくお教
えしますので、初めての方でも安心してご利用いただ
作成もお手伝いしますので、スタッフまでお気軽にご
相談ください！

当日申込みOK！参加無料！
第31回魚津元旦マラソン

※申込みは１月５日㈮から23日㈫まで（先着順）

●日時

※申込用紙は魚津地域職業訓練センター、魚津市商工

※８ :45からありそドームにて参加の申込みを受け付け

観光課、魚津公共職業安定所にあります。

15

８:30～21:30

けます。また、ご自身の体力に合わせたプログラムの

9:00～12:00

２/19㈪～21㈬、23㈮

ありそドーム

１月１日㈪

10:00スタート

ます。

※５人以下の場合は講座を中止することがあります。

※９:00からエアロビクスを実施します。

※詳細は学びの森天神山交流館のHPでご確認下さい。

●コース

広報うおづ
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ありそドーム↔魚津神社（折り返し）約４㎞

まだ、がん検診を受けていない方へ
早期には自覚症状がほとんどないため、「異常を感じたら」では、
手遅れになる場合もあります。がんの早期発見のためには、検診を受
けることが大切です。
◎申込先は、指定医療機関になります。事前に予約してから受診しましょう。
◎持ち物は、受診券、検診料金、健康手帳、保険証です。受診券を紛失・破棄
等された場合は再発行となりますので、健康センターへご連絡ください。

検診で「要精密検査」と結果が出た場合、必ず医療機関で
精密検査を受けてください。

健康づくりイベント第４弾（予約制）
テーマ 『冬こそ！自宅でシェイプアップ』
内容
インボディ（体の部位別 筋肉・脂肪量等）測定と運動実技
日時
1/18㈭ 13:00～15:00
会場
ありそドーム
参加費 210円（測定料）
申込·問合せ 健康センター（先着30名）

健康相談会（予約制）

一般医
1/1(月·祝)

いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888

1/3㈬

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825

1/7㈰

かごうら皮ふ科クリニック
吉島
☎23-6060

1/8(月·祝)

みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500

1/14㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633

1/21㈰

ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120

1/28㈰

山岸産婦人科医院
上村木 ☎24-5878

2/4㈰

扇谷医院
友道
☎24-1355

1/2㈫

佐藤歯科医院
入善町入膳☎72-2003

1/3㈬

林歯科医院
入善町入膳☎72-1324

1/7㈰

大菅歯科医院
朝日町泊   ☎82-0204

1/8(月·祝)

田中博歯科医院
入善町入膳☎74-1633

1/14㈰

平沢歯科医院
朝日町道下☎82-0348

新川医療圏小児急患センター

1/21㈰

柚木歯科医院
入善町入善☎74-0058

（富山ろうさい病院内）

（黒部市民病院内）

診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
場所・問合せ
富山ろうさい病院 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。

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

1/28㈰

小杉歯科医院
朝日町荒川☎82-0063

2/4㈰

医療法人塩見歯科医院
入善町入膳☎74-1350

2018-1
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

弥忠田歯科医院
1/1(月·祝)
朝日町道下☎83-8550

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

魚津市急患センター

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

歯科医

男の料理教室
健康をつくる料理「野菜と魚でパワーアップ」
日時 1/31㈬ 10:00～
持ち物 材料費300円、エプロン、三角巾、手拭きタオル
会場·申込·問合せ 健康センター

沢口胃腸科クリニック
火の宮町☎22-1748

1/2㈫

こんな方は、ぜひ相談会へ！生活改善のちょっとしたコツ教えます。
◆年々検査数値が悪くなってきた
◆検査数値の異常（肥満、高血圧、高血糖、脂質異常など）がいくつかある
◆検査数値を改善したい など
日時 毎週月曜日 9:00～11:00、13:00～16:00
〃 火曜日 9:00～11:00
〃 金曜日  13:00～16:00
（相談時間は30分から1時間程度です）
会場·申込·問合せ 健康センター
（前日までにお申し込みください）
参加無料
（特定健診の結果、メタボリックシンドローム予備群及び該当の方には
特定保健指導相談会の利用券をお送りしていますので、ご活用ください）

み ん な の 保 健 室

今年度のがん検診受診期限は平成30年2月28日㈬まで

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母 子 保 健
必要
会場

インフォメーション

子育て支援センターへ遊びに行こう
健

名称·連絡先

開所時間等

康
診
査

〈のびのび広場〉
平日の9:00～12:00、13:00～16:00
子育て支援センター「のびのび」 〈赤ちゃん広場〉
ー身体測定や育児相談を行いますー
（魚津市健康センター内）
日時 1/17㈬ 9:30～11:00
吉島1165（☎24-0415）
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
◆新年は、1/4㈭から開所します

母子健康手帳
健康センター

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 1/11㈭、2/８㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30
●１歳６か月児健診
対 象 平成28年６月生まれの児
※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

1/９㈫、2/13㈫
13:00～13:30

●３歳児健診
対 象 平成26年７月生まれの児

子育て支援センター「にこにこ」 〈にこにこ広場〉
（かづみ認定こども園内）
平日の9:00～12:00、13:00～15:00
◆新年は、1/5㈮から開所します
吉島132（☎23-2225）

※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

◆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。

お子様のけがや病気に備えて、安全につ
いて対処方法を一緒に学びませんか？
対象 乳幼児を持つ家族（先着20名）
日時 2/1㈭ 10:00～11:30
会場 健康センター
申込·問合せ 子育て支援センターのびのび
☎24-0415

歯

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 1/17㈬ 9:30～11:45
会場·申込·問合せ
健康センター（前日までに要申込）

室

乳幼児救急安全法講習会

教

妊婦さんの集い

1/24㈬
13:00～13:30

●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 1/19㈮
受付時間 10:00～10:25
●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 1/12㈮
受付時間 10:00～10:25
●フッ素塗布

１歳６か月児健診で申込まれた方

親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？
誰でも自由に参加できます。（申込不要）

対象
日程

２歳６か月になる児
1/19㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日程

2歳または３歳になる児
1/25㈭ 受付時間 13:00～13:30

科

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ
開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
開催日
こばと児童センター 毎週火・木曜日
つばめ、ひばり、すずめの各児童センター 毎週月曜日
１月

つばめ

ひばり

すずめ

15日㈪

ゆうびんごっこ

お正月遊び

パズル遊び

22日㈪

すもう遊び

プチシアター

すもう遊び

29日㈪

わらべうた遊び

ミニトランポリン

楽器遊び

◆未就園児をお持ちの方へ
市内の保育園・認定こども園・幼稚園では、未就園児を対象に
したさまざまな活動をしています。
開催日時や内容などは、各園のホームページをご覧になるか、
直接、園にお問い合わせください。
パパ・ママ大好き♡

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。
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＜接種期限が平成30年３月31日までのワクチン＞
◆今年度案内した予防接種
○麻しん·風しん混合 第２期
対象 保育園·幼稚園年長相当のお子さま
○ジフテリア·破傷風混合 第２期
対象 小学６年生相当のお子さま
◆医療機関にご予約のうえ、お子さまの体調のよ
いときに接種してください。
◆市外の医療機関での接種を希望する場合は健康
センターにご相談ください。
◆その他のワクチンも母子手帳等で接種歴を確認
し、未接種のものは接種しましょう。

親子でリズム♪リトミック
１歳
たきもと

ゆうせい

瀧本

悠晴くん

児童センター  こばと
17

おにいちゃん大好き♡

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）

24-2402

１歳５か月
ひらさき

平﨑

かもめ

りな

梨夏ちゃん
23-1777

つばめ

音楽にあわせて楽しく身体を動かしながら親子のふれあいを深めましょう
対象 乳幼児を持つ家族
日時 1/18㈭ 10:30～11:30
会場·問合せ 健康センター
23-5133

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

24

27

2

通水式のテープカット

魚津市六郎丸低区配水地の通水
式 が 同 所 で行 われ、市 の関 係 者 ら
９人が、工事の完了、供用開始を祝
いました。
これ ま で使 わ れ てき た 印 田 低
区 配 水 池 が 老 朽 化 した た めに
２ ０ １ ３ 年 か ら 工 事 が 進 めら れ、
５年間かけて完成しました。
村 椿 市 長 は 「市 民 にき れいで安
心 ・ 安 全 な 水 を 届 けた い」と挨 拶
し通水式のテープカットが行われま
した。

in

経 田 小 学 校 の５ 年 生 人 が 、総
合 的 な 学 習 の一 環 で育 てた 米 を 使
用 して、長 さ ｍ のジャンボ のり巻
きを作りました。
この日 は、Ｊ Ａ う おづ青 年 部 、女
性 部 、保 護 者 な ど 約 人 も参 加 し
のり 巻 き を 巻 き 上 げ ました 。出 来
上がったのり巻きを全員で試食し、
児童たちは、米作りで学んだことの
発表も行いました。

慎重に巻き上げました
ＬＥＤの光に彩られた魚津駅前

20

30

冬の魚津の風物詩「 ０１７イ
ルミラ―ジュＵＯＺＵ」の点灯式
が、あいの風とやま鉄道魚津駅前
で行われ、昨年より１万５千球多
い約５万５千個のＬＥＤの電飾が
魚津駅前を彩りました。
大愛魚津商工会議所会頭、村椿
市長などがあいさつし、８人がス
イッチを同時に押すとＬＥＤは一
斉に点灯し、駅前は美しい光に包
まれました。イルミラージュＵＯ
ＺＵは２月末まで。

12

「地域商社フォーラム ＵＯ
ＺＵ」が 月６日、ホテルグラン
ミラージュで行われました。
魚津市では、国の「地方推進交
付金」の事業採択を受け、今年度
から５か年計画で「地域商社によ
るブランディング事業」に取り組
んでいます。地域商社とは、官民
一体で、地場産品のブランド化や
販売開拓を一元的に担う組織のこ
とをいいます。
この日のフォーラムは、地方創
生や商社の取り組みを知ってもら
おうと開催されたもので、県内外
からも関心を集め、新潟や奈良の
自治体からの参加者など市内外の
約１５０名が「地域商社」の役割
について理解を深めました。

六郎丸低区配水池

活発な意見で盛り上がったパネルディスカッション

29 六郎丸低区配水池通水式

きれいで安心・安全な水を届けるために
11/

地場産品のブランド化に向けて
地域商社フォーラムinＵＯＺＵ開催

６
12/

なが～いのり巻きできあがり
点灯のスイッチオン

15

なが～いのり巻きできたよ
育てた米でジャンボのり巻きづくり
11/

冬の魚津の風物詩
2017イルミラージュＵＯＺＵ点灯式
11/

ニュース

― Uozu News ―

う お づ
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地域の催しものなど、ぜひお知らせください。
info@city.uozu.lg.jp
23-1015 FAX 23-1076
暴力・飲酒運転追放！
15 安全・安心、年末パトロール

お正月にむけて
８ 正月飾り「もち花」づくり

12/

12/

手際よく、もち花を作る会員

安全・安心、年末パトロールが
日市暴力追放運動推進協議会、
市防犯協会、市交通センターの関
係者約１４０人よって実施されま
した。
この日の出発式は、魚津警察署
の年末特別警戒出発式と併せて実
施され、参加者は出発式の後、９
班に分かれて、あいの風とやま鉄
道魚津駅前飲食店、電鉄魚津駅周
辺の飲食店を訪れ、暴力追放カレ
ンダーなどを配りました。

魚津市シルバー人材センターの
の会員 人は「市高齢者いきいき
センター」で、正月飾りの縁起物
「もち花」を作りました。
もち花づくりは、２００５年か
ら始まった年末の恒例行事で、ケ
ヤキの枝に、紅白の餅を小さく丸
め花に見立ててバランスよく飾り
つけます。この日は、２２０本の
枝に花が咲きました。
このもち花は、一般に販売され
たほか、市内福祉施設等に贈呈さ
れました。

出発式であいさつする村椿市長

15

暴力追放カレンダーを手渡しました

25

紅白に咲いたもち花

編集後記
明けましておめでとうございます。本年も、皆様に興
味を持ってもらえるような紙面づくりに努めたいと思っ
ておりますので、広報うおづを何卒よろしくお願い申し
上げます。（広報広聴係

まつもと

う・中）

松本

かつお

勝夫さん

（91歳・下中島地区）

訂正とお詫び
広報うおづ12月号（№865）の４頁、「第57回魚津市美
術展の各部門市展大賞作品」の記事において、作者の氏名
に誤りがありました。
正しくは、濱多 直子さんです。
当該箇所を訂正し、謹んでお詫び申し上げます。

市の人口
住民基本台帳調べ（外国人含む）

（平成29年11月末現在） 前月比 前年比

男

20,543人

0

－181

女

21,819人

－12

－218

計

42,362人

－12

－399

＋18

＋45

世帯数 16,767世帯
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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（20ページ）によって間伐
された森林面積は1,080㎡となります。これ
は、テニスコート約4面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

４.０ｔ

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

「戦争だけは起こすもんじゃ
ないわ」と松本さん。17歳で海軍
に入隊し、舞鶴から戦地のインド
洋ベンガル湾ニコバル諸島に派
兵されていたとのことです。現
地で終戦を迎え、昭和21年６月
に日本に帰ってくるまではイギリス軍の捕虜として大変
な思いをされました。「大変だったけど、まだ温かい南方
の方でよかった。北の方だったらもっと大変だった」とお
っしゃいます。
そんな松本さん、戦友会や自衛隊を支援する活動を
大事にしておられ、全国各地を飛び回ってこられました。
特に、３年に１回相模湾で行われる海上自衛隊観艦式
には、９回連続で参加されてきました。来年の観艦式で
10回目となるとのことですが、最近の北朝鮮情勢から中
止になるかもしれないと心配されていました。情勢が安
定を取り戻し、来年も松本さんが平和な海で観艦式に
参加することができるように、心から願います。

英語教育のＡＬＴとして
市内小学校で大人気

2018

№866

キャサリン
ブラウンさん

１ 月号

魚津市では、小学校における英語教育を
推進するため、平成 年２学期から小学校
専任のＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し
ています。そのＡＬＴとして、現在、市内
小学校で活躍されているのが、今回ご紹介
するキャサリン・ブラウンさんです。
「日本が大好き」とおっしゃるキャサリ
ンさん。アメリカのユタ州から２年前に関
西の大学で日本語を学ぶため来日し、ＡＬ
Ｔとして活動されるのは今回が初めてにな
ります。
キャサリンさんが日本の文化に興味を持
ったきっかけは、世界の言語のなかで日本
語が一番きれいと感じたことだそうです。
「ソフトな響きがきれい。もっと日本語を
勉強して、将来は、翻訳か通訳の仕事をし
たい」とのこと。
自然が大好きなキャサリンさんにとって
魚津は山と海がとてもきれいで「嬉しい」
と笑顔を見せられます。また、魚料理が大
好きとのことで、魚津はぴったりな場所の
ようです。
公民館活動にも参加しているキャサリン
さんは、「コミュニティ活動に参加して魚
津の一員になりたい」とおっしゃいます。
魚津の皆さんに伝えたいことを聞くと「み
なさん優しくて、ありがとうと伝えたい。
『こんにちは』『ハロー』と気軽に声をか
けてください」とのことでした。笑顔が素
敵なキャサリンさん。ずっと魚津にいてい
ただきたいと思いました。
29

児童に大人気のキャサリンさん
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

私の将来の夢は、イラストレー
ターになることです。私は、イラ
ストをかくのが好きで、本を見て
かいたり、自分なりに考えてかい
たりしています。イラストレータ
ーは、物語からイメージするもの
をイラストにしたり、見た人の印象に残るイラスト
をかいたりしなければいけません。そのためにも、
イラストをかくことだけでなく、本をたくさん読ん
で想像力を広げることも大事だと思っています。そ
して、自分がかいたイラストで、たくさんの人たち
を笑顔にしたいです。

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/

僕の将来の夢は、大工です。
お父さんは、大工をしていて、
家を建てている姿を見て、かっ
こいいなと思ったからです。大
工の仕事を見ていると、木を切
ったり釘を打ったりすることが
たくさんあります。そのとき、長さや厚さを測った
り、金づちをうまく使ったりしなければいけませ
ん。算数や図工の勉強が生かされると思うので、し
っかりできるようにがんばりたいです。将来、お父
さんのように立派な家を建てて、みんなから「すご
いね」と言われる人になりたいです。

ゆうわ
あらかわ

優和さん
荒川
５年生
いぶき
よねざわ

一颯くん
米澤
５年生

教育センター前にて
キャサリン・ブラウンさん

上野方小学校
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