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みんなの保健室
子育てインフォメーション
まちの出来事
あの人このグループ
魚津っ子 元気！夢ストーリー

かづみ認定こども園でもちつき （12月13日）
おもちをペッタン、ペッタン。園内に賑や
かなリズムが響きます。この後、みんなで
つきたてのおもちの味を堪能しました！

が、 年ぶりにプラスに転じまし
た。大きな新規企業立地が無いに
も関わらず、転入超過となったこ
とは、本市が生活していくうえで
便利な場所であると感じていただ
き、本市を選んでいただいた結果
であると考えています。今後も人
口減少のスピードを緩めるため、
これまでの市民、企業などとの協
働、連携を基本として、横断的な
組織体制のもと、移住・定住の促
進、市民の健康づくりの推進を図
るとともに、誰もが暮らしやすい
まちづくりについて、重点的に取
組を強化してまいります。
また引き続き、切れ目ない子育
て支援、教育の充実、通学環境の
安全確保のほか、本市の特性を生
かした産業振興や、新産業分野の
育成による働く場所の確保にも取
り組んでまいります。
子育てしやすいまちづくりと、
人口減少の克服、地域経済の活性
化により、「市民が自信を持ち、
12

未来に希望のあるまち 魚津」に
向けて、全力を尽くして参りま
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。

年 魚津の主な出来事】
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よつば小学校開校（４月５日）
大町、村木、本江、上野方小学校が統合！
埋没林博物館リニューアル！（４月14日）
カフェやキッズスペースが加わる！
Ａランク蜃気楼出現（６月30日）
約12年ぶりのＡランクと認められる！
トランスジャパンアルプスレース（８月12日）
２年に１度、日本海から太平洋を目指す！
米騒動フォーラム（11月10日・11日）
米騒動から100年、歴史的な意義を考える！
ねんりんピック富山（11月３日～６日）
ラグビーと卓球で交流を深める！

１

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。
昨年は大きな被害をもたらした
災害が、全国各地で発生しまし
た。魚津市におきましても、７月
に避難準備・高齢者等避難開始情
報を発令した大雨が降りました。
そして９月には台風が相次いで本
市に接近し、多くの被害をもたら
しました。不断の防災体制の整備
と地域の絆の重要性や、市民と行
政が互いに連携して対応していか
なければならないことを、再認識
いたしました。
人口減少が進む中、本市におい
ては昨年９月末までの１年間に、
転入転出の差である社会動態人口
31

石倉 彰

校」が開校し、教育環境整備は一
つの節目を迎えます。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を期
待しております。今後、子ども達
の安全をどのように守るかが最大
の課題であり、見守り隊など地域
の皆様のご協力をいただいて、全
力で取り組みたいと思います。
市議会と致しましては、かつて
ないほどの厳しい財政状況の中、
平成 年度予算議決に際して「公
共施設整備を含めた財政見通しの
計画を早急に示すこと」「成果を
重視した行財政改革を早急に行
い、平成 年度の早い時期に事業
の見直しについて示すこと」の付
帯決議をつけ、その後、チェック
機能を強化してまいりました。
また、議会活性化に向け、本会
議での「一問一答方式の導入」に
取り組みました。
今年５月から年号が新しくなり
ます。新しい時代に向け、地域及
び議会のさらなる活性化に努め、
飛躍の年となるよう全力で取り組
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。
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魚津市議会議長

明けましておめでとうございま
す。市民の皆様には、平成最後の
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、４月に
は、「よつば小学校」が開校致し
ました。同校は５月中旬から新校
舎を使用した授業を開始し、グラ
ウンド整備などを行い、 月に竣
工式が行われました。
また「第 回ねんりんピック」
が富山県で開催され、魚津市は卓
球とラグビーの２種目の会場とな
りました。全国から多くの皆様を
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
つながったことと感じておりま
す。
今年４月には、全国初の木造三
階建ての校舎として「星の杜小学
31
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お気軽にご相談ください。

問

社会動態

転入

転出

社会増減
1,216人

1,167人

＋49人

出生

死亡

自然増減

264人

546人

－282人

純増減

社会増減（＋49人）＋自然増減（－282人）

－233人

9
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魚津市における、平成 年 月
から平成 年 月までの１年間の
社会動態人口が、 年ぶりにプラ
ス（ 人）に転じました。これ
は、魚津市から転出した人より、
魚津市へ転入した人のほうが多か
ったことを示しています。 期前
（平成 年 月から平成 年
月）がマイナス２０４人であった
ことと比較すると、大きく改善し
たことが分かります。
これには様々な要因が考えられ
ますが、これまでの施策の成果が
少しずつ現れ始めている、と捉え
ることもできます。
しかし、増加したのはあくまで

社会動態人口が増加！
しかし全体では…

自然動態
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年ぶりに
社会動態人口が増加！

移住・定住のことなら、下記まで、

転入・転出に伴う人口の増減を指し
ます。社会動態がプラスであれば転入
超過、マイナスであれば転出超過であ
るといえます。
補足として、出生・死亡による人口
の増減を自然動態といいます。社会動
態と自然動態を総合して「人口動態」
と呼ばれます。

地域協働課定住応援室
☎23-1095

12

― これからの社会に求められること ―

memo

「社会動態」とは

目標と実績

H28

H29

H30

目標値

42,910人

42,613人

42,316人

実績値

42,556人

42,100人

41,867人

差

－354人

－513人

－449人

！

魚津市人口ビジョン（平成27年10月
策定）では、2060年時点で人口30,000人
の維持を目標にしています。

人口減少は全国的な問題です。
減少率を抑えたとしても、増加に
転じるのは難しいのが現状です。

これからの社会に
求められること

「社会動態人口」だけ。同期間で
の出生・死亡者数を含めた人口全
体では、２３３人が減少していま
す。右の表のとおり、市の掲げる
将来的な人口推計、「人口ビジョ
ン」の目標値も達成できていませ
ん。今回の結果に満足せず、更な
る人口動態の改善が必要です。
今後も、市として、子育て支援
や産業振興など、誰もが住み続け
たくなる魅力的な街づくりに取り
組むことが求められています。

魚津市人口ビジョン

49名
プラス

魚津市人口動態 （H29.10～H30.９）
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インタビュー
移住定住の推進には、魚津への転入者を増やすことはもちろん、今住んでい
る人たちが幸せに暮らすことも重要です。人口減少が続く中、地域や住民に求
められることは何か。市内13地区の中で、特に人口減少と高齢化が進む大町地
区の平内さんにお話を伺いました。

Ｑ

人口減少の現状について、
どのように考えていますか？

少子高齢化や晩婚化により、この
先どうなるのか、とても危機感を
感じています。これからは結婚に向けた出
会いの場づくりや、環境づくりが大切にな
るのではないでしょうか。

A

大町コミュニティーセンター長
（魚津市自治振興会連合会長）

Ｑ

高齢化の現状について、どの
ように考えていますか？

ひらうち

ゆきのり

平内 幸典

さん

高齢化は、ある程度受け入れていかなくてはならないのかもしれませ
ん。ただ、高齢者は多くの知恵を持っています。それを地域に役立てる
ことができれば、とても心強いと思います。

A

Ｑ

今後、人口が増えることは難しいと予想されますが、大町
地区として地域振興をどのように考えていますか？

地域振興会の活動を大切にして、地域住民にもいろいろなアイデアを出
して欲しいです。若い人を活動に招き、自分たちがやれることをどんど
んやっていきたい。１人ひとりの意見をよく聴き、とくに若い人の意見を吸い
上げて集約することが大切だと考えています。

A

今後、「地域」と「行政」の関わり方は、どうしていくべ
きだと思いますか？

地域振興会と行政とが一体になって物事に取り組んでいかなければなら
ないと思います。そのためには、地域振興会で様々なことを議論し、そ
の内容を行政に伝える必要があります。また、これに合わせ、市議会議員とも
対話し、議員の方々にも力を発揮してほしいです。

A

これからの大町地区が目指すところは？

地域振興会主導で活動を進めていく形が望ましいと考えています。まち
づくり交付金などを積極的に活用し、地域に利益が出るようなコミュ
ニティビジネスにも挑戦したいところです。自分たちでいろいろなことを考え
て、活発に行動していきたいと思います。

A

皆さんも自分が今住んでいる地域に誇りと愛着を持って、みんなのＵＯＺＵ
を、みんなの力でもっともっと盛り上げていきましょう！
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事として捉え、そこに住む人達自
身で地域を変えていくべき、とい
う考え方は、これからの社会にお
いて非常に重要になってくると言
われています。
地域のために何ができるか、み
んなで考えてみましょう。

Ｑ

そんな中「賑やかな過疎」とい
う言葉が全国的に注目されていま
す。高齢者が増えた過疎地域で
も、賑やかに楽しく暮らす方法は
ある、という考え方です。
減少する人口を嘆き、不平を言
うだけでは何も変わりません。直
面する現状を他人事ではなく自分

Ｑ

問

魚津消防署からのお知らせ

【出初式 交通規制図】

平成31年消防出初式

第２分庁舎

日時：１月５日㈯

☎24-7980

魚津消防署庶務係

片側通行・通行止め

９:00～12:00

駐車禁止

会場：新川文化ホール、魚津市役所周辺ほか
山側職員駐車場

市役所

【プログラム】
予定時刻

内容

場所

市役所前公園

９:00

鎮火祈願・義勇塔参拝

魚津神社・大泉寺

10:00

式典（消防団員の表彰など）

新川文化ホール

10:50

消防音楽隊演奏

市役所前道路

11:00

市中パレード

●ホテルグランミラージュ

至魚津駅

にいかわ信用金庫
本店前から市役所

11:35

観閲行進（消防職・団員530名、
消防車両27台、防災ヘリ１機）

【海上出初式・冬季海難救助訓練】
日時：１月12日㈯ ９:30～
場所：魚津港南地区（上口）

まで
11:20

至国道８号

市役所周辺

【文化財防火訓練】

新入団員放水披露、一斉放水

※新 川文化ホールには一般観覧席が設けられますので、
ぜひご来場ください。
※市 中パレードは、「にいかわ信用金庫本店前→神明交
差点→中央通り商店街→新金屋交差点→市役所」のル
ートです。
※市 役所周辺で交通規制が行われます。また、市役所駐
車場（職員駐車場含む）は駐車禁止となります。ご理
解とご協力をお願いします。（交通規制図参照）

日時：１月24日㈭ ９:00～
場所：照顕寺（本町一丁目）
※交通規制にご理解とご協力をお願いします。

【お願い】救急車の適正な利用
救急車で搬送された人の約半数は入院を必要としない
軽症です。出動できる救急車の数は限られていますの
で、適正な利用にご理解、ご協力をお願いします。

問

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

税務課住民税係

☎23-1009

平成31年度から、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用条件が次の表のとおり改正されます。また、あわせて
控除額も見直されます。

区分

平成30年度まで

平成31年度から

配偶者
控除

生計を同一にする配偶者の前年の
合計所得金額が38万円以下（給与
収入103万円以下）の場合、本人
の所得に関わらず一律に配偶者控
除を適用できる

本人の合計所得金額が1000万円を
超える場合、配偶者控除の適用を
受けることができない

配偶者 控除を適用するには、配偶者の前
特別控除 年の合計所得上限が76万円未満

控除を適用するには、配偶者の前
年の合計所得上限が123万円以下

【控除額】
控除額は本人及び配
偶者の合計所得金額に
応じて異なります。
詳しくは市のHPでお
知らせしていますので
ご確認ください。
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農地のことは

農業委員会にご相談を！
問

☎23-1032

魚津市農業委員会事務局（農林水産課内）

農地の権利を有する方には、「農地を農地として利用する責務」があり
ます。農地の利用でお悩みの方は、地元の農業委員や農地利用最適化推進
委員、農業委員会事務局までご相談ください。

１．農地を売買や貸借、宅地などへ転用するときは？
農地をそのまま売買等しようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。なお、農地を耕作目的で貸し借りする
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、農地を宅地等に転用しようとする場合は、県知事の許可が必要です。無断で転用した場合や許可どおりに転
用しなかった場合は、工事の中止などの是正指導や罰則が科せられることもあります。

２．相続などで農地の権利を取得したときは？
相続（遺産分割、包括遺贈、特定遺贈などを含む）や法人の合併・分割、時効などにより農地の権利を取得したと
きは、権利を取得したことを知った時から、概ね10か月以内に農業委員会へ届出を行う必要があります。

３．農地中間管理事業で農地を活用！
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農地を借り
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。

４．農地の適正な利用にご協力を
耕作放棄地は、害虫の発生や雑草の繁茂など周辺の農地へ悪影響を及ぼすことになります。農地の所有者は、農地
が遊休化した場合も、草刈りを行うなど農地の適正な管理・利用にご協力ください。

農業委員

農地利用最適化推進委員

氏名

地区

氏名

地区

氏名

地区

氏名

地区

石坂 誠一

下中島

德本 久邦

片貝

吉﨑 道隆

下中島

幅 昭夫

天神

野﨑 努

上中島

小坂 芳夫

加積

溝口 敏正

上中島

大﨑 章博

道下

中田 登與志

松倉

中山 修

天神

島澤 耕平

松倉

寺口 則康

経田

沖本 喜久雄

上野方

関口 たず子

天神

本田 新一

上野方

谷﨑 雅彦

西布施

谷口 敬蔵

上野方

原 武雄

道下

稲盛 保雄

下野方

北田 直喜

下野方

杉山 篤勇

経田

米澤 陽一

片貝

中島 悦子

下野方

谷越 彦茂

西布施

畠山 勇

加積

※任期はどちらも平成32
年７月19日までです。

！
各種申請書・届出書は、農林水産課の窓口のほか、市のＨＰ「申請書・刊行物ダウンロード」から入手できます。
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募

清流小学校・よつば小学校

スクールバス運転手

勤務内容：清流小学校（西布施～吉島）、よつば小
学校（上野方～本江）のいずれかのスクールバスの
運転業務及び車体・車内清掃
勤務日：学校開校日（通常は週５日）
※夏休み、冬休み、春休み期間中であっても学校行事
などにより運行する場合あり
勤務時間：登校便（６:30～８:30）、下校便（14:00
～17:30）
※学校行事などにより変更となる場合あり
※登校便終了から下校便開始までの時間は休憩時間
運休日：土曜、日曜、祝日、小学校の休校日
雇用期間：雇用開始日から１年間（原則更新）
※魚津交通㈱のパートタイム職員としての採用
※定年70歳
募集人数：２名 賃金：時給1,000円
必要資格：大型（一種又は二種）自動車運転免許
※運転する車種はマイクロバス
特記：雇用保険の適用、通勤手当あり。その他、勤
務条件などに関する詳細はお問い合わせください。
問合せ：学校教育課学校教育係 ☎23-1044
魚津タクシー協会（魚津交通㈱）☎22-0640

イベント
EVENT

募

10:00～16:40

会場：新川文化ホール２階

展示ホール

※入場無料、申込不要

第７回

水の学び舎ツアー

Let's go!  片貝 雪のワンダーランド
～クロスカントリーでゆく片貝冬物語～
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。クロス
カントリー初心者でも安心してご参加いただけます。
日時：２月９日㈯ ８:40～13:00頃 少雨決行
埋没林博物館駐車場集合
見学場所：片貝山ノ守キャンプ場周辺など（予定）
定員：20名（申込多数の場合は抽選）
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。
※スキー装備はこちらでご用意します。
申込方法：電話又はメールで氏名・住所・電話番号
を環境安全課までお知らせください。後日詳しい案
内を送付します。
申込期間：１月21日㈪～25日㈮
申込み・問合せ：環境安全課環境政策係 ☎23-1004
メール kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

魚津市まちづくりフォーラム

日時：２月17日㈰

今年度はこれが最終回！

―みんなで魚津の未来をえがこう！―

NPO法人まちづくり学校理事
かねこ

ようじ

金子

洋二 氏

新潟県妙高市出身。学生の頃に始

パネル展示

10:00～16:40

展示団体：各地域振興会、社会福祉協議会、防災士連絡
協議会、北陸職業能力開発大学校、魚津高等学校、荒井
学園新川高等学校、魚津商工会議所青年部・女性会、地
域おこし協力隊、※ＳＯＤＯ（コメソウドウ）

基調講演

13:00～14:35

「想い」からまちの未来をデザインする
講師：金子 洋二 氏（NPO法人まちづくり学校理事）

活動発表

14:45～16:00

市内13地区の地域振興会が、特色あふれる活動を紹介。
問
地域協働課協働推進係

☎23-1017

めたNGOの活動をきっかけに市民
活動がライフワークとなる。留学経
験や商社勤務経験を生かし、非営利組織やまちづくり
のアドバイザーとして講演やワークショップ、まちづ
くり計画の策定などを手掛ける。

スペシャルイベント（11:30～）

「富富富」試食会 ＆ お楽しみ抽選会
話題の富山米新品種「富富
富」の試食と販売を行います。
また、どなたでも無料で参加で
きる抽選会も開催します！
※商品・景品がなくなり次第終了

2019-1
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―ご受賞おめでとうございます―
全国自治会連合会表彰

info

富山県自治会連合会常任理事
よしうら

吉浦

雪道に不慣れな移住者の方へ

雪道ドライビング講習会

よしお

由雄 さん

永年にわたり、大光寺３区町
内会長及び本江地区の連絡協議
会長を務め、住民のよき相談
役、まとめ役として尽力されま
した。また、富山県自治会連合会や魚津市自治会連絡協
議会の役員を歴任し、地域コミュニティの振興と活性化
に取り組まれています。

母子保健家族計画事業功労者
厚生労働大臣表彰
富山労災病院婦人科部長
なかの

たかし

中野

隆

先生

永年にわたり、産婦人科医と
して、多くの母子を支援され、
また、その母子を援助する医療
者のために尽力されてきまし
た。富山県立中央病院副院長や母子医療センター長、富
山産婦人科医会長、「日本母乳の会」代表理事など多数
の公職を歴任され、現在は富山労災病院で婦人科診療と
産科構想の実現を目指してご活躍されています。

（食品衛生法施行70周年記念）

日時：１月23日㈬ 10:00～12:00
会場：黒部自動車学校（黒部市犬山54）
対象・定員：県外から魚津市又は黒部市に移住して
３年未満の方 先着20名
内容：雪道運転に必要な知識と技術（実技）を学ぶ
受講料：無料
申込締切：１月18日㈮ 17:00
その他：無料の託児サービスがございますので、利
用を希望される方は申込時にお伝えください。
申込み・問合せ：地域協働課定住応援室 ☎23-1095
※この講習会は魚津市と黒部市の共催事業です。

イベント

新鮮なベニズワイガニを堪能！

EVENT

第13回 魚津「かにの陣」

食品衛生功労者厚生労働大臣感謝状
魚津食品衛生協会会長
きのした

そうじ

木下

荘司 さん

平成19年から魚津食品衛生協
会の役員を歴任し、さらに平成
27年からは（一社）富山県食品
衛生協会理事に就任し、食品衛
生の向上に尽力されています。その中でも、食品衛生行
政に対する協力、食品衛生業界の指導・育成などの業務
に、永きにわたり貢献されています。

厚生労働大臣表彰（食品衛生優良施設）
魚津おさかなランド（魚津漁業協同組合）
平成16年の施設完成時から、高度な衛生管理による安
全で新鮮な魚介類の提供を続けています。特に、食品
製造過程における衛生管理システム「HACCP（ハサッ
プ）」の考え方に基づき、徹底した清掃による衛生管
理、従業員の健康管理、見学者への衛生管理の周知に尽
力されています。

９
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「かに籠漁」発祥の地、魚津。今年も「魚津かにの
陣」では、新鮮なベニズワイガニのお得な即売をはじ
め、かに鍋、浜焼きなど、カニづくしのイベントを開
催します。冬の味覚、ベニズワイガニをぜひご堪能く
ださい！
日時：２月３日㈰ ８:00～14:00頃
※カニが完売次第終了します。
会場：海の駅蜃気楼 イベントホール
問合せ：海の駅蜃気楼 ☎24-4301

年賀詞交歓会

く ら し

平成

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報
都市計画課建築住宅係
 １･０３１
市営住宅
▼川の瀬団地…１戸（４階）
※３ＤＫ、駐車場１台分つき
特定公共賃貸住宅
市営住宅入居の基準所得を
超えている方が対象です。
▼天王 団 地 … ４ 戸 （ ２ 階 ・ ３
階に各１戸、４階に２戸）
※３Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２ 台 分 つ
き、家賃６万円
●申込期間 １月４日㈮～
１月 日㈭

【１月 日㈭まで】
給与支払報告書の提出

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
 ５･１５３
ねんきんダイヤル
０５７０ ０･５ １･１６５
年中に、老齢又は退

平成
職を支給事由とする年金を受
け取られた方に、「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年金相
談を実施しています。ぜひご
活用ください。（予約優先）

税務課住民税係

市役所３階第４会議室

企画政策課秘書係
 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
千円
※申込 不 要 で 、 ど な た で も お
越しいただけます。

母子家庭等のための
修学資金貸付制度
こども課子育て支援係

（⑭番窓口）
１･００９
事業主の方は、給与支払報

13時半～16時

☎076-441-0432

17日㈭

※労働者又は事業主どちらも相談可能

魚津地域建築組合

富山県社会保険労務士会

13時～16時

総合労働相談

15日㈫

☎22-5078

魚津市社会福祉協議会

魚津市地域住宅相談所

10時～11時半

住宅相談

市役所３階第４会議室

☎24-2255

10日㈭

※増改築、和風内壁の施工修繕など

13時～16時

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

☎23-1007

29日㈫



市役所１階福祉相談室

※市内65歳以上の方又はその家族向け

認知症介護者サロン

25日㈮

社会福祉課高齢福祉係

14時～16時

高齢者向け法律相談（要予約：３枠）

（⑩番窓口） １･００６
市内在住の母子及び父子家

地域包括支援センター

弁護士による納税相談（要予約）

31

告書を従業員の住所地（平成
年１月１日時点）である市
区町村へ提出してください。
●提出期限 １月 日㈭
※平成 年 度 か ら 従 業 員 の 方
の個人住民税を原則特別徴
収により納めていただいて
います。引き続きご理解と
ご協力をお願いします。

２月２日㈯

☎23-1093

15日㈫

※ケアマネジャーの同伴可

☎076-431-9332

「相続登記・遺言・後見」相談

魚津市地域包括支援センター

認知症相談（要予約）

☎23-1086

税務課納税係

市役所１階税務課

14時～16時

富山県司法書士会

ありそドーム研修室

10時～15時

☎23-1003
市民課市民係
10日㈭、17日㈭

13時～16時
行政相談

☎22-0461
市役所１階市民相談室
13時半～16時

予約・問合せ
会場
日時
相談会

23

23

31

富山地方法務局魚津支局
４日㈮、２月１日㈮

人権相談

31

29

30

（⑤番窓口）
１･０９３
●日時 １月 日㈮
午後１時半～３時半
●会場 おあしすみどり（魚
津緑ヶ丘病院敷地内）
●参加費 １００円
※参加 を 希 望 す る 方 は 事 前 に
ご連絡ください。

31

24

23

23

23

30

31

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。

11
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―１月の無料相談会日程―

１月31日㈭

期限：

第４期
第７期
第７期
第５期

ご寄付ありがとうございました
▼社会福祉基金へ

23

（⑫番窓口） １･００４
ごみや資源物は、各地区で
決められた日の午前８時まで
に出してください。なお、再
収集はしておりませんので、
出し忘れにご注意ください。
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。
※収集 時 刻 は 、 天 候 や 交 通 状
況などにより、若干変更す
ることがあります。ご了承
ください。

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

降雪時の
ごみ・資源物収集

31

市税等納期限のご案内

【１月 日㈭まで】
償却資産の申告

９:00～11:30
１階正面ロビー

環境安全課環境政策係

日時：１月29日㈫
場所：魚津市役所

税務課資産税係

（⑬番窓口） １･０６９
個人・法人を問わず、事業
用の資産を所有している方
は、毎年１月１日現在の資産
の所在、種類及び数量などを
申告する必要があります。
なお、該当する資産がない
場合は、その旨を申告書に記
載し、提出してください。
●申告期限 １月 日㈭
※新規 に 事 業 を 始 め ら れ た 方
など、申告書が必要な場合
はご連絡ください。エルタ
ックスでの受付も実施して
おります。

街頭献血にご協力を

23

31

→魚津市の社会福祉事業に役立てられます。
健康友の会

沖田 崇寛

中田 豊治

六郎丸

3,000円

吉島

100,000円

― 申請受付中 ―

▼善意銀行へ
（社会福祉協議会）22-8388
→魚津市内の障がい者や高齢者などへの福祉活
本江

150,000円

（故）細川

博

友道

100,000円

（故）伊藤

百合子

青島

100,000円

西尾

須磨子

北陸労働金庫魚津地域推
進委員会
上口保育園職員一同

福岡県

80,000円

大牟田市
上村木

100,000円

上口

8,000円

新金屋

26,992円

魚津市老人クラブ連合会
高齢者いきいきダンスパ
ーティ
（故）小松 マツエ

三ケ

シルバーカー
1台

障害者・特別障害者控除
問

動に役立てられます。
（故）笠木 文明

社会福祉課介護保険係（④番窓口）

要介護２以上の認定を受けている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、申請に基づき確
定申告用の認定書を交付します。
【審査方法】
要介護認定にかかる資料（主治医意見書など）を審
査のうえ決定します。平成30年内に亡くなった方も
対象です。ただし、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。
指標

つむぎ倶楽部

吉島511

☎22-6006

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）

要介護度 日常生活自立度

利用料：300円

日時：１月20日㈰ 13:30～16:00

11
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障害者

特別障害者

寝たきり度

車イス、寝たきり

－

認知症の程度

中・高度

－

寝たきり度

車イス、寝たきり

－

認知症の程度

中度

高度

寝たきり度

車イス

寝たきり

認知症の程度

中度

高度

３

日時：１月10日㈭ 10:00～15:00

介護家族の集い

該当区分

２

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。

☎23-1148

４・５

花壇への水やり、ゴミ出しな
どの日課を、子ども達の登下
校時間に合わせて行っていた
だくだけで結構です。
申込書は学校教育課の窓口
及び市のＨＰからダウンロー
ドできます。皆さまのご協力
をよろしくお願いします。

問

☎23-1380

問

12
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新川広域圏事務組合
入札参加資格申請受付中

●謝礼 ５千円／１回（活動
は年１回を予定）
※応募 用 紙 は 市 の Ｈ Ｐ か ら ダ
ウンロードできます。

魚津市合同企業説明会
出展企業募集

催 し 物

回もちつき交流会

もちつきで交流を深めまし
ょう。参加無料です。

出場チーム募集

商工観光課商工労働係
23

新川広域圏事務組合
 １･０７４
平成 ・ 年度に発注する
建設工事、測量業務などの入
札参加資格申請を受付けます。
申請方法など詳しくは、新
川広域圏事務組合のＨＰでご
確認ください。
●受付期間 １月７日㈪～２
月 日㈭
※土、日、祝日除く

募 集

魚津市協働と参画のまちづ

第

魚津市障害者連合会
（石田） ４･６７０
社会福祉課福祉係
（⑧番窓口）
１･００５

登録者にはステッカーを

●日時 １月 日㈫
午後１時半～
●会場 魚津市障害者交流セ
ンター

スポーツ推進委員又はスポーツ係までご連絡ください。

１月14日㈪は祝日（成人の日）です。
郊外ルート（上野方、松倉、坪野、中
島、天神、経田－道下、片貝）は運休と
なりますので、ご注意ください。

出前講座を行っていますので、ご希望の方は各地区の

市民バスからのお知らせ
第17回ユニホック交流大会

商工観光課交通政策係

☎23-1046

生涯学習・スポーツ課スポーツ係

くり推進会議委員の募集

20

【年末年始の運休期間】

12月31日㈪ ～１月３日㈭

※上記期間は全ルート運休

【郊外ルート運休日】

１月14日㈪

日時：２月17日㈰ ８:30～12:00
会場：魚津市総合体育館
選手登録：１チーム６名（上限12名）
※ビブスが必要です。お持ちでない場合はご相談ください。
競技区分：一般の部（中・高校生不可、男女混合）、
小学生の部（４年生以上、男女問わず）
参加費：１チーム1,000円（小学生の部は無料）
申込締切：１月23日㈬
※各地区の体育振興会までお申し込みください。

32

地域協働課協働推進係

 ６･１９５
●日時
月４日㈪
午後１時半～５時
●会場 新川文化ホール
●参加者 平成 年３月及び
年３月卒業予定の学生（３
年以内の既卒者含む）、一般
求職者など
●対象企業 市内に事業所等
を有し、採用意欲のある企業
●募集数 約 社（申込多数
の場合は抽選）
●出展料 無料
●申込締切 １月 日㈭
※募集 要 項 及 び 申 込 用 紙 は 市
のＨＰでご確認ください。
50

ご近所見守り事業
登録者募集中！

3

学校教育課学校教育係

24

23

31

 １･０４４
日常生活の中で、子ども達
の安全を見守っていただける
方を募集します。庭の掃除や

22

31

 １･０１７
あなたの声を魚津市の協働
と参画のまちづくりに活かし
てみませんか。
●募集人数 １名
●任期 ２年
●応募資格 市内在住の 歳
以上の方
●活動内容 自治基本条例や
まちづくり関連施策などにつ
いて、協議・検証を行う。

15

23

23

32

31

23

28

お渡しします。

１月の歩こう会

【第 回市民体育大会】
第 回スキー競技会

新年水泳フェスティバル

魚津の朝市実行委員会

魚津の朝市

新年初市

魚津市総合体育館

 １･２００
●日時 １月 日㈰
午前６時半～９時半
●会場 海の駅蜃気楼
●特別イベント 福餅ぜんざ
いの販売、福袋の販売、初夢
抽選会（１千円以上お買い上
の方に、抽選券をプレゼン
ト！）

※蜃気楼バザールは３月末まで、松倉もちより市は４月末まで、山の駅もく

22

☎22-1105

ー場（新潟県糸魚川市）
※無料送迎あり
●種目 大回転（アルペンの
部、スノーボードの部）
●参加資格 小学生以上で、
市内在住、在勤、通学の方

22

 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
ぱいです。どなたでも無料で
ご参加いただけます。
●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 室内温水プール

☎22-1200

※スピ ー ド や 方 向 の コ ン ト ロ
ールなど、基礎的な滑走が
できる方に限ります。
※小学 生 は 学 校 を 通 じ て お 申
し込みください。
●参加費 無料
※リフト代は個人負担です。

魚津の朝市実行

（公財）魚津市体育協会
（ありそドーム内）
 ９･８００

9

魚津市成人式

13

地元生産者の皆さん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。

初心者の方でも楽しめるコ
ースです。全長約５００ｍの
コースを思いっきり滑る爽快
感を味わってみませんか。
●日時 ２月３日㈰
午前 時～ 時 受付
午前 時 競技開始
●会場 シャルマン火打スキ

10

67

58

10 8

― 平成31年 ―

魚津歩こう会

回桃山雪まつり

※各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

（地﨑） ３･９４６
●日時 １月 日㈰
午前９時 新川文化ホール
西側駐車場集合
●コース 新川文化ホールか
ら宮津八幡宮へ行き、初詣を
します。その後、有磯海ＳＡ
の「恋人の聖地」から富山湾
を一望して新年を祝います。
（往復約 キロ）
●参加費 ５００円（保険代）
※会員は無料

第
魚津桃山運動公園

2019-1
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 ０･０７７
全長 ｍの「ジャンボ滑り
台」や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
ム作り体験」など、子どもか
ら大人まで楽しめるイベント
満載です。
●日時 １月 日㈰
午前 時～午後１時半
※雪不 足 に よ り 、 中 止 と な る
場合があります。
●会場 桃山運動公園

もく野菜市は５月中旬まで休業します。

24

22

13

魚津漁協経田支所

経田漁港

わいわい市

毎週㈬ 10時半

経田漁港

☎22-8388

上口マルシェ

13時40分～14時半

上町１区会館

社会福祉協議会

毎週㈮

☎33-9413

銀座ワイワイ市

毎週㈮ 15時

銀座通り商店街

島澤さん

毎週㈬ 10時半

委員会（平日のみ）

６時半～９時半

海の駅蜃気楼

毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

問合せ

会場

開催日時

23-1045
問 生涯学習・スポーツ課 生涯学習・文化係

13

20

―
地場産品の販売情報
―

大ホール
会場：新川文化ホール

4

40

23

10:00～（９:30 受付開始）
日時：１月13日㈰

13
10

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

９:00～17:00

池辺晋一郎のゆかいなクラシック講座vol.17
学びの森からの早春音楽だより、チケット絶賛発売中。
日時：２月17日㈰
料金：2,000円

魚津水族館

14:00 開演

全席自由・定員100名

（入館16:30）

☎24-4100

市内の中学生以下は入館無料
大人は“お得なパスポート”を作って魚津水族館へＧＯ！
パスポートの有効期限は購入した日から１年間です。
申込書は館内窓口のほか、水族館のHPからダウンロー

出演：池辺晋一郎（トーク）

ドできます。

須川展也（サクソフォン）ほか

新年は２日㈬から開館

2019年度定期利用団体の募集

２日・３日の両日は、お

音楽練習や生涯学習活動を安定して行えるよう、年度を

子様（３歳以上中学生以

通じて施設を予約できます。

下の方）にお年玉プレゼ

対象団体：2019年度の利用日時が概ね決まっていて、

ントがあります！

月に２回以上利用する団体

※先着50名

対象施設：合唱室、合奏室、中・小練習室、調理実習室
全研修室（ＰＣ研修室は除きます）
利用時間：開館日の９:00～22:00

冬季間の休館日お知らせ
下記の期間、月曜日は休館いたします。（月曜が祝日の

申込締切：２月６日㈬

場合は開館、翌日休館）

楽器・機材などの保管庫利用団体の募集

期間：３月11日㈪まで

４月からの利用団体を募集しています。（先着順）

臨時休館日のお知らせ
館内メンテナンスのため臨時休館します。詳しくはHP

※それぞれの募集に関する詳細はお問合せください。

をご覧ください。
臨時休館：２月18日㈪～22日㈮

魚津水族館公式インスタグラム

ミラージュランド

飼育員目線ならではのベストショッ

３月中旬まで冬期休園

更新中。「いいね！」やコメントを

トや、“あっ！”と驚く瞬間などを
お待ちしています。

一般財団法人魚津市施設管理公社職員の募集

「uozuaquarium_official」で検索！

平成31年４月採用予定の職員募集を行っています。
＜募集内容＞

一般職

若干名

詳細は一般財団法人魚津市施設管理公社HP又は事務局
（☎24-9578）へお問い合わせください。

― 冬期休園となる施設 ―
ミラージュランド
休園期間…３月中旬まで

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

ランニングコースが使用できない日（12月13日現在）
１/6㈰
13㈰

17:00まで
19:00まで

☎24-6999

☎23-9800

19㈯
20㈰

18:00まで
18:00まで

早月川パークゴルフ場
休園期間…３月31日㈰まで
問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

☎24-6999

※1/1～1/3は休館

歴史民俗博物館
休館期間…４月１日㈪まで

トレーニングルームの利用は定期券がお得です！

問合せ：教育委員会生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係

☎23-1045

2019-1
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Books info

＜絵本の読み聞かせ＞
１月１日㈫～３日㈭、７日㈪、21日㈪、24日㈭、28日㈪ おはなしを楽しむ会
毎週土曜日 10:30～
開館時間
ひまわりの会
９:00～21:00 ※土・日・祝は17:00まで
１/20㈰
10:30～
休 館 日

22-0462

魚津市立図書館

新着図書 『休日が楽しみになる昼ごはん』（料理：小田真理子 文：谷綾子）、『お別れの色』（吉本ばなな）
かなくりしそう

『伝説のオリンピックランナー〝いだてん〟金栗四三』（近藤隆夫）

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『会社を綴る人』

あけのかえるこ

著／朱野帰子

双葉社

日時：１月13日㈰

①13:30～

②15:00～

①「富士ファミリー」（2017年

注意散漫で自信がなく、何をやっても

本編87分）

富士山のふもとにある商店「富士ファミリー」を営む笑

うまくできない紙屋は、あまりの仕事

子ばあさんと美人三姉妹を描くホームコメディ。

のできなさに何もしないでくれと言わ
れる始末。だが、唯一誇れる文章力

脚本：木皿泉

で、文書にまつわる事件を解決し…。

出演：薬師丸ひろ子、小泉今日子、ミムラ、吉岡秀隆ほか

今、会社で働く人たちに贈るお仕事小

②「あれから40年！爆笑!!傑作集!!!＆爆笑！スペシャルラ

説です。

イブ」（2016年

本編69分）

中高年のアイドル、綾小路きみまろの「あれから40年ネ

図書館ボランティアを募集しています

タ」を集めた爆笑ライブ。

幅広い年代のボランティアの方が、リサイクル図書、絵本
の読み聞かせ、ブックスタート

貸出中の本を予約したいとき

のバック作りなどで活躍されて

館内カウンター又は図書館のＨＰでご予約ください。

います。詳しくは、図書館まで

また、当館に所蔵されていない資料は、県内外の図書館か

お問い合わせください。

ら借用してご提供することも可能です。

魚津埋没林博物館

９:00～17:00（入館16:30）

カフェ10:00～17:00

☎22-1049

写真展「魚津ナチュラルギャラリー19」

毎月23日は「百年の蔵」上映会！

きれい、ふしぎ、おもしろい！

３月まで毎月、米騒動百年ドキュメンタリー映画「百年の

学芸員のレンズを通して

魚津の多彩な自然を紹介！

蔵」を上映します。

期間：１月２日㈬～４月30日㈫

日時：１月23日㈬、

会場：企画展示室（要入館料）

２月23日㈯、
３月23日㈯
各日とも17:15～

ふれあい学習会
「パラパラ漫画で蜃気楼を作ろう」
回転させると蜃気楼の写真や絵が動いて見える「ゾートロ

会場：ハイビジョンホール
料金：1,000円
（高校生以下無料）

ープ」を作ろう！
日時：１月27日㈰

15

10:00～12:00

対象：小学生～一般

休館日、無料エリアとカフェの営業時間短縮、
海側ゲート閉鎖のお知らせ

定員：20名（申込順）

下記の期間、木曜日は休館いたします。無料エリアとカフ

参加費：300円

ェの営業時間はそれぞれ午後５時までとなります。また、

新年は２日㈬から開館

「マリンゲート」(海の駅蜃気楼側出入口)と「ポートゲー

2日㈬、3日㈭（特別開館）にご来館の方に、お正月プレゼ

ト」(魚津港側出入口)を閉鎖します。

ントを差し上げます。

期間：３月15日㈮まで

※なくなり次第終了します。

休館日：木曜日

広報うおづ
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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、保険証です。受診券を紛失などされた場合は
再発行しますので、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（予約制）
｜

第３弾

1/17㈭ ｜

テーマ『教えて石倉先生～！簡単
“ながら”体操＆インボディ測定』
申込締切 1/15㈫（先着30名）
参加費 210円（測定料）
持ち物 運動靴、飲料、タオル
時間
会場

｜ 第４弾

1/30㈬ ｜

テーマ『教えて山上ドクター！
メタボと糖尿病』
申込締切 1/25㈮
参加費 無料
持ち物 健診や採血の結果

両日とも13:30～15:00（受付13:00～）
ありそドーム研修室
申込·問合せ 健康センター

一般医
1/1(火·祝)

羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642

1/2㈬

平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888

1/3㈭

深川病院
東尾崎 ☎31-6200

1/6㈰

ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120

1/13㈰

いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888

1/14(月·祝)

平野クリニック
本江
☎23-5230

1/27㈰

大﨑クリニック
寿町
☎23-1001

2/3㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633

○

－

○

－

○

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）

1/1(火·祝)

川口歯科医院
立山町前沢新町☎076-464-1166

1/2㈬

歯科Myクリニック
立山町前沢☎076-463-6480

1/3㈭

岩峅歯科医院
立山町宮路☎076-483-1118

1/6㈰

マキノ歯科医院
立山町草野☎076-463-0269

1/13㈰

山本歯科医院
上市町西中町☎076-472-0117

1/14(月·祝)

佐伯歯科医院
上市町法音寺☎076-472-0330

1/20㈰

幾島歯科医院
立山町前沢☎076-463-1900

1/27㈰

荒井歯科医院
上市町若杉新☎076-473-3110

2/3㈰

前川歯科クリニック
立山町利田☎076-462-8118

男の料理教室
健康づくりは幸せづくり「目にも鮮やか！野菜のある中華料理」
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

魚津市急患センター

新川医療圏小児急患センター

（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

※中学生以下の急病、乳幼児のけがは、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

2019-1
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

○

13:00～16:00

歯科医

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

９:00～11:00

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

◆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（相談時間は30分から１時間程度です）
日時
毎週
月
火
金

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825

1/20㈰

健康相談会（予約制）
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。

み ん な の 保 健 室

今年度のがん検診受診期限は平成31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
持ち物
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
名称·連絡先

健

開所時間等

康

〈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 1/16㈬ 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

診
査

◆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 乳幼児とその家族（先着20名）
日時 2/6㈬ 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

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 1/16㈬ 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）

教

乳幼児救急安全法講習会

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

歯

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）

科

つばめ

ひばり

すずめ

７日㈪

ゆうびんごっこ

お正月遊び

こま作り

21日㈪

すごろく遊び

のりものごっこ

とんとんすもう

28日㈪

わらべうた遊び

お絵かき

昔のあそびに挑戦

◆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。
食いしん坊の三男坊！

にこにこなぽりん

●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 1/18㈮
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 1/11㈮
受付時間 10:00～10:25
●フッ素塗布
１歳６か月児健診で申し込まれた方
対象 ２歳６か月になる児
日程 1/18㈮ 受付時間 13:00～13:30
対象
日程

開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
開催日 つばめ、ひばり、すずめの各児童センター 毎週月曜日
１月

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 1/10㈭、2/7㈭
受付時間 第１子 12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15
●１歳６か月児健診
対 象 平成29年６月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 1/8㈫、2/12㈫
受付時間 13:00～13:30
●３歳児健診
対 象 平成27年７月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 1/23㈬
受付時間 13:00～13:30

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、1/7㈪から開所します
吉島132（☎23-2225）

妊婦さんの集い

母子健康手帳
健康センター

２歳または３歳になる児
1/24㈭ 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

会

市内指定医療機関（要予約）

場

＜接種期限が平成31年３月31日までのワクチン＞
○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
お お む ね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。

児童センター 
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３歳

１歳
いだ

井田

かもめ

ひいろ

陽彩くん
23-1777

きのした

木下

なほ

奈保ちゃん

つばめ

23-5133

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 乳幼児とその家族
日時 1/17㈭ 10:30～11:30
会場·申込·問合せ 健康センター（申込不要）

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

Uozu News
11

すべての工事を無事終える
29 よつば小学校竣工式・記念植樹

11

―まちの出来事―

全国のミラたんファンが集合
17 ミラたんパーティー開催

平成30年４月に開校したよつば小学校は、８月

地域おこし協力隊の池田隊員が企画した、ミラ

にグラウンド、そして11月に駐車場の工事を終え

たん好きのためのパーティーが片貝公民館で開か

完成となりました。

れ、市内外からミラたんファンが集まりました。

竣工式では市長が「校舎と共に新しい歴史と伝

名古屋市から参加された方もいて、ミラたんの人

統を築いてください」と式辞を述べ、児童代表が

気ぶりをうかがわせました。一緒に記念撮影をし

「自慢の校舎を全校みんなで大切に使っていきた

たあと、ミラたんをモチーフにした昼食をとった

いです」と挨拶しました。また、魚津西ロータリ

り、ゲームをしたりしました。加積地区の「かづ

ークラブより寄贈を受けた、ソメイヨシノ６本の

りん」と社会福祉協議会の「うおっしゃくん」も

記念植樹も行われました。

参加して、楽しい一日となりました。

12

非行や犯罪のない明るい社会をめざし
６ 「ホゴちゃんかるた」寄贈

12

３年ぶり３度目の花園へ
４ 魚津工業高校ラグビー部市長訪問

更生保護女性会が、60周年記念として作成した

12月27日から東大阪市花園ラグビー場で開催さ

かるたを教育委員会へ寄贈しました。「読み札」

れる、第98回全国高等学校ラグビーフットボール

と「絵札」は、市内の小学生が手掛けたもので

大会に出場する魚津工業高校から、吉田校長と松

す。寄贈式では、佐伯会長が「児童が自分たちで

本部長、髙瀬主将の３名が市長を訪問しました。

作ったものなので、積極的に使ってほしい。大き

市長は「ケガをしないように、体調を整えて臨

くなっても更生保護の意識を忘れずにいてもらえ

んでください。そして花園を楽しんでください。

たら」と挨拶しました。教育長は「子どもたちが

その姿を見るのが市民の楽しみでもあります」と

描いたので、親しみやすい。有効に使わせていた

激励し、髙瀬主将は「目標のベスト８に向けて、

だきます」とお礼を述べました。

一戦一戦頑張ってきます」と健闘を誓いました。

2019-1
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地域のイベント情報をお寄せください

12

23-1015

→

FAX

23-1076

info@city.uozu.lg.jp

最新ゲーム「ｅスポーツ」と伝統ゲーム「将棋」のコラボレーション
15 ＵＯＺＵゲームフォーラム2018開催
ｅスポーツ…コンピューターゲームで行われる対戦型ゲーム競技

セガ・インタラクティブの松永純さんによる講演会

県内外から凄腕のゲーマーが参加した、ｅスポーツ大会

ゲーム産業の人材育成や企業誘致に取り組む「つ
くるUOZUプロジェクト」の一環として開催された
「UOZUゲームフォーラム」では、ゲームクリエータ
ー３名による講演会と、魚津オリジナルゲームの講
評、共催としてｅスポーツと将棋の大会が行われま
した。講演会では第一線で活躍する講師のアドバイ
スに、参加者は熱心に耳を傾けていました。ｅスポ
ーツ大会ではプロジェクト参加者が作ったゲームも
採用され、会場は熱気に包まれました。

プロ棋士も来場し、静かな熱戦が繰り広げられた将棋大会

編集後記
UOZUゲームフォーラムは将棋大会の同時開催
もあり、子どもから年配の方まで880人の来場があ
りました。今年も色々なイベントを通して、魚津
市の魅力を発信していきます。（山）
なかお

中尾
訂正とお詫び

号（№877）の23

住民基本台帳調べ（外国人含む）

「毎年正月になった

（平成30年10月末現在） 前月比 前年比

頁、「市の人口」

善作さん

（89歳・上野方地区）

市の人口

広報うおづ12月

ぜんさく

ら、書初めとして写経す

男

20,446人

－12

－97

りました。正しく

女

21,682人

－26

－149

たくさん趣味をお持ち

は、右表のとおり

計

42,128人

－38

－246

で、３年前からカローリ

＋15

＋143

ングも始められたそうで

において誤りがあ

です。

世帯数 16,892世帯

る」と話す中尾さんは、

す。健康の秘訣を伺うと「11歳のゴールデンレト
リバーと、朝晩２回散歩することかね。時間にな

市の人口

ったら、犬の方から行こうって誘ってくる。朝

住民基本台帳調べ（外国人含む）

は明るくなるまで待てって言っても、待ってくれ

（平成30年11月末現在） 前月比 前年比

男

20,459人

＋13

－84

女

21,649人

－33

－170

計

42,108人

－20

－254

＋10

＋135

世帯数 16,902世帯
19
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にいかわの守紙は、魚津の間伐材を活用
した紙です。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

んちゃ。家の周りは坂やから、足腰にいい。まる
で、おらが散歩させられとるみたいや」と笑顔を
みせて話すその横では、シッポを振る相棒も笑っ
ていました。これからも、ますますお元気で。

の

代表
よしひと

慶人

№878

さん

にぎやかな食事を
こども食堂オープン

さ

2019

吉島地内のカレー店「スローライフ」の
店主・佐野さん（ ）は、子ども一人でも
気軽に入れる「こども食堂」を月に２回開
催しています。
歳のときに達成した世界一周の経験を
生かして、社会に貢献したいと考え、平成
年６月にボランティア団体「スマイル魚
津」を設立します。「こども食堂は、子ど
もからお年寄りまで、どなたでも楽しく参
加でき、情報交換や地域のコミュニティー
の場になればと思っています」と話す佐野
さんのもとに、市内外から 名ほどのスタ
ッフが集まり、平成 年 月にオープンと
なりました。
運営にあたり苦労することを伺ったとこ
ろ「ありがたいことに、お米などの食材を
提供してもらったり、近所の方に、必要な
野菜を栽培してもらったりして、今のとこ
ろ困っていることはないですね。あえて言
うなら、もっと食べるスペースがあればよ
かった。夏ならテントを建ててキャンプ気
分を味わえるけど、冬は雪が降るから」と
苦笑いの佐野さん。
こども食堂の日は、赤ちゃんを抱っこし
たママや、お店の入口で「一時間後に迎え
に来るね」と、親御さんに送ってもらう子
どもたちで、店内は満員に。みんな美味し
そうにカレーを食べていました。
「ご飯を食べるだけでなく、ゲームをし
たりして、自宅では味わえない雰囲気を提
供したい。今後は子どもたちに夢を与え、
大人になるとたくさん夢を叶えられるとい
う姿を見せられたら」と抱負を語りまし
た。今後の活躍がますます期待されます。
30

37

10

10

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

りおん
のだ

凜音さん
野田
５年生
航成くん
坂東

こうせい
ばんどう

ぼくの将来の夢は、ゲームを

私の将来の夢は、イラストやア

作る仕事につくことです。理由

ニメを描く仕事につくことです。

は、２つあります。１つ目は、

きっかけは、私が描いた絵を見た

ゲームが好きで、いろんな人と

友達が「絵が上手だね。」という

対戦したり、敵と戦って強くな

声をかけてくれたことです。そ

ったりするのが面白いからです。２つ目は、いろい

れで自信がつき、元々、絵を描くことが好きだった

ろな人をゲームで楽しませたいからです。ゲームを

ので、なりたいと思いました。最近は、本の絵を写

作る会社に入って、全世代が楽しめるゲームを作り

す練習をしています。うまくいくこともあれば、失

たいと思っています。いつか自分が作ったゲームが

敗することもあるので、もっと絵の勉強に力を入れ

ヒットして、いろいろな人が遊んでくれたらうれし

て、夢を叶えられるように頑張りたいです。

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/

５年生

スマイル魚津

佐野

１ 月号

佐野さん（１番左）とスタッフのみなさん

30

32

よつば小学校

いです。
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