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魚津元旦マラソン

足元に雪が残っていましたが、好天に恵まれ、約４キロのコースを元
気いっぱいに駆け抜け、心地よい汗を流しました。
マラソンといえば、魚津しんきろうマラソンの申込みは今月末まで。
詳しくは７ページをご覧ください。

※土曜・日曜・祝日を除く
会場：市役所１階税務課（⑭番窓口）
お願い：駐車場に限りがあるため、公共交通機関の
利用や相乗りでの来庁にご協力ください。また、
相談窓口は午前中が特に混雑し、お待たせする場
合もありますが、ご了承ください。
問合せ：税務課住民税係
（⑭番窓口）☎23-1009

自宅のパソコンでも

申告書が作れます

国税庁ＨＰの「確定申告書
等作成コーナー」へアクセス
すれば、自宅のパソコンで各
種申告書を作成できます。
作成したデータは、「ｅ‐
Ｔａｘ（国税電子申告・納税
システム）」を利用して送信
できるほか、印刷して書面で
提出することも可能です。
※ｅ‐ Ｔ ａ ｘ の 利 用 に は 、 電
子証明書の取得、ＩＣカー
ドリーダライタの購入など
事前準備が必要です。
【ｅ‐Ｔａｘに関する問合せ】
魚津税務署  ☎
１･３７０

２
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申告に必要なもの
①印鑑（認印可）
※シャチハタ不可
②収入を証明するもの

る書類（※ ）
※ 医療 費 控 除 の 特 例 で 、 従
来の医療費控除との選択
適用制です。
※ 薬局 な ど で 市 販 さ れ 、 領
収書にその旨が明記され
ています。
※ 予防 接 種 の 領 収 書 、 会 社
の健康診断や市町村がん
検診の結果通知表などを
指します。
□障害者手帳など（該当者）
□寄附 金 控 除 を 受 け る 方 は 、
領収書など
□還付 申 告 は 、 申 告 者 本 人 名
義の振込先口座番号等がわ
かるもの（通帳など）

の提示が必要です

個人番号 （マイナンバー）
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相談窓口にお越しの際は、
次の関係書類を忘れずに持参
してください。
個人番号カードをお持ちの方
□個人番号カード
個人番号カードをお持ちでな
い方
□個人 番 号 を 確 認 で き る も の
（個人番号通知カードや個
人番号が記載された住民票
の写し）と、本人確認がで
きるもの（運転免許証やパ
スポートなど）
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税の申告

魚津市役所 申告相談窓口

3

始まります

私たちが快適で安全な日常生活を送るには、警察や消防、教

日㈪から始まります。申告書は期限ま

育や社会保障などの充実が欠かせません。税金はそれらの費用
に使われています。
税の申告期間が２月
18

でに必ず提出しましょう。なお、収入がない場合でも、「課税

３月15日㈮

□給与 所 得 者 ・ 年 金 受 給 者 …
源泉徴収票すべて
□日雇 い ・ パ ー ト な ど の 方 …
賃金の支払明細書
□農業 や 不 動 産 な ど の 収 入 が
ある方…収支内訳書、帳簿
書類など
※収支 内 訳 書 は 税 務 署 や 市 役
所にも用意してあります。
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住民税

される所得がない」という申告をお願いします。

８:30～17:00
期間：２月18日㈪～３月15日㈮

③控除を証明するもの
□国民 年 金 な ど の 社 会 保 険 料
控除（納付）証明書
□生命 保 険 料 や 地 震 保 険 料 な
どの控除証明書
□医療 費 控 除 を 受 け る 方 は 、
医療費の領収書又は明細書
と、保険金など補てんされ
た金額がわかるもの
※医療 費 の 領 収 書 は 事 前 に 集
計してください。
□セル フ メ デ ィ ケ ー シ ョ ン 税
制（※ ）の適用を受ける
方は、特定一般用医薬品
（※ ）の領収書又は明細
書、保険金など補てんされ
た金額が分かるもの、健康
保持増進及び疾病の予防へ
の取組を行ったことがわか
2

所得税


申告書の
提出期限

市役所での確定申告には

次に該当する方は
魚津税務署で申告してください

「利用者識別番号」が必要です

□青色申告の方
□土地、建物、株式などの譲渡所得や損失を申告
する方
□初 めて住宅ローン控除（住宅借入金等特別控
除）を申告する方
□その他複雑な申告をする方

魚津税務署 申告相談窓口

問

期間：２月18日㈪～３月15日㈮ ９:00～16:00
※土曜・日曜・祝日を除く
会場：魚津税務署５階 確定申告会場
問合せ：魚津税務署 ☎24-1370

市役所で確定申告書を作成する際には、申告者の
「利用者識別番号（16桁の数字）」の記載が必要で
す。税務署から送付された「確定申告のお知らせハ
ガキ」や「利用者識別番号等の通知書」をお持ちの
方は、申告時に持参してください。
なお、利用者識別番号をお持ちでない方は、市役
所で新たに取得することができます。
税務課住民税係（⑭番窓口）☎23-1009

あなたは住民税の申告が必要？
フローチャートでチェック！

申告が必要かどうかは個人の状況で異なりま
す。ご不明な点がございましたら、税務課住民
税係（☎23-1009）までお問い合わせください。

いいえ

はい

収入なし

市内在住の親族が年末調整や確定申告

●住民税の申告は不要

※遺族・障害年金、雇

などであなたを扶養として申告

※所得証明が必要な方を除く

用保険の失業給付な
どは収入に含まず

●住民税の申告が必要
※課税される所得がないことを申告
※未申告者は保険料の軽減や医療・福祉の助成などで不利な場合あり

平成

給与収入

１ヶ所からの給与収入のみ

年中の収入状況

30

●住民税の申告が必要

●住民税の申告は不要（注）

が魚津市へ提出されている

●住民税の申告が必要
※所得額によって確定申告が必要な場合あり

年金収入

年金収入のみ

年金以外の所得が20万円を超える

●確定申告が必要

●住民税の申告が必要
（注）所得税還付など、源

その他の収入

●確定申告又は住民税の申告が必要

※営業、農業、不動産な

泉徴収票に記載のない控除

※所得の状況により異なる

を受けようとする場合は申

どの収入、生命保険満
期など一時的な収入

広報うおづ

●確定申告が必要

が20万円を超える

年末調整した「給与支払報告書」

●住民税の申告は不要（注）
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主な給与以外の所得
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告が必要です。

魚津市民バスからのご案内
市民バス・地鉄バスのお客様専用！

郊外ルートの運休日

『マイ時刻表』

２月11日㈪は祝日ですので、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
運休となります。お出かけの際はご注意下さい。

「時刻表やルート図が複雑で、バスの乗り継ぎが分か
りにくい」というお客様の声にお応えし、ご利用になり
たいバス停と時刻のみを記載した、お客様専用の 『マ
イ時刻表』 を無料で作成します。また、乗車・降車さ
れるバス停の往復の時刻表が必要な方は、その旨をお申
し付けください。

【お願い】バス停でお待ちのお客様へ
冬季、天気の悪い日は視界が悪くなり、バス停でお待
ちのお客様の確認がしにくくなります。乗車したいバス
が近づきましたら、お手数ですが運転手に分かるよう、
手をあげてお知らせいただくようお願いいたします。

車内広告募集中！

問

【申込方法】
住所、氏名、電話番号、乗降車するバス停名を商工観
光課まで電話又はFAX、メールにてご連絡ください。
マイ時刻表は約１週間後にご自宅へ郵送いたします。
商工観光課 ☎23-1380 FAX23-1060
メール syokokanko@city.uozu.lg.jp

市民バスの利用者数は年間約15万人です。車
内広告を活用すれば、多くの方に安価で確実に
PRすることができます。広告料や
広告サイズ、対象ルートなど詳しく
は市のHPをご覧ください。

商工観光課交通政策係

☎23-1380

魚津市奨学資金制度（貸与奨学生）
■貸与金額（予定）
短大・大学など 月額40,000円
高等学校
月額13,000円
高専１～３年生 月額13,000円
高専４～５年生 月額40,000円
※身体障害程度が１級から４級の方については、貸与額
を５割まで増額することができます。
※県外の大学へ進学した方が卒業後に魚津市へＵターン
した場合、返還金の一部を助成する制度があります。
■貸与期間
正規の最短修業年限
■受付期間
４月１日㈪から５月７日㈫まで
※出願用紙は２月上旬に市内中学校及び県東部の高校に
配布します。

■資格（次のすべてを満たす方）
・本人または家族が魚津市に居住している
・学費の支払いが困難である
・成績が優秀で確実に学業を修了できる見込みがある
・在学している学校長の推薦がある
・日本学生支援機構奨学金、富山県奨学資金、母子父子
寡婦福祉資金貸付金など他の学資の給与または貸与を
受けていない
■奨学生の決定
５月下旬に申請者へ通知
■申込み・問合せ
魚津市教育委員会
教育総務課総務係
（第一分庁舎）
☎23-1043
メール education@city.uozu.lg.jp
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第３回うおづビジネスプランコンテスト

これは
ウマそう！

最終審査会観覧者募集！
日時：２月23日㈯ 13:30～17:30（受付13:00）
会場：新川文化ホール 小ホール ※入場無料
申込締切：２月18日㈪
問合せ：うおづビジネスプランコンテスト事務局（企画政策課内）
メール ubpc3@city.uozu.lg.jp
ファイナリスト＆ビジネスプラン
ママが輝く街
UOZUを目指して
～ママ移住者増加プロジェクト～

魚津の空家、

高校生がつくる！
魚津りんごカタログ！

みんながいきいきする街

空きテナントを使った

～子どもから大人

cocomama

荒井学園新川高等学校

介護タクシーえんらく

Holy工房

大島 恵さん（魚津市）

岡本 剛さん（魚津市）

川原田 巧さん（魚津市）

鈴木 久美子さん（入善町）

Sustainable sea
city uozu

海に面した舞台空間

「ふるさと魚津でイキイキ

空き家活用

働き暮す」を伝えるアプリ

プロジェクト

″魚津でGO！″
㈱サーフボード
田嶋 節和さん（福井県）

「海ブタ」

富山国際大学
日本料理 海風亭

日本海電業㈱

美浪 呂哉さん（魚津市）

若林 健嗣さん（魚津市）

濵津 実奈さん、広瀬 ほなみさん
川﨑 那月さん、西島 愛佳さん

申し込みはこちら（住所・氏名・電話番号をお知らせください）

郵送：〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10‐1 魚津市役所
うおづビジネスプランコンテスト観覧者募集係宛
メール：ubpc3@city.uozu.lg.jp FAX：23-1054

環境大臣表彰
▼地域環境美化功績者
大町地区環境保健衛生協議会
多年にわたり、河川や海岸などの清掃活動並び
に資源物広場の管理を実施しており、地域の環境
美化に大きく貢献されました。

同時開催 パネルディスカッション

『アイデアをビジネスに
結びつけるために』

蝶六の衣装などを整備

― ご受賞おめでとうございます ―

(財)自治総合センターが
宝くじの社会貢献広報事業
の一環として行うコミュニ
ティ助成事業により、魚津
せり込み蝶六保存会が衣装
や備品を整備しました。

▼生活環境改善模範地区
下中島地区環境保健衛生協議会

広報うおづ
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問

多年にわたり、環境・保健活動を実施し、住民
の美化意識を向上させるとともに、いきいきと健
やかに暮らすための環境づくりに大きく貢献され
ました。
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障がいを

持つ人からご高齢の方まで～

入浴特化型デイサービス

企画政策課企画係

☎23-1067

問

魚津消防署からのお知らせ

☎24-7980

魚津消防署庶務係

（平成30年 魚津市）
― ご受賞おめでとうございます ―

火災・救急・救助の状況

優良消防団員表彰

【火災】
区分

平成29年

平成30年

前年比

10件

３件

－７件

うち建物火災

９件

２件

－７件

死者

０人

０人

増減なし

発生件数

負傷者

３人

０人

－３人

富山県知事 現場表彰
いたい

けいい

【救助】 発生件数：18件（前年比＋４件）

まさる

慶伊 勝
まつもと

【救急】 発生件数：1,579件（前年比＋15件）

つねひこ

板井 恒彦

けんすけ

松本 謙介
せきぐち

ただあき

関口 忠明

たかしま

けんいち

たにぐち

きよたか

高島 憲一

谷口 清高

あきた

おかざき

すすむ

秋田 進
は せ が わ

ゆういち

てらさき

岡﨑 裕一

まこと

長谷川 誠
よしい

いちろく

ごとう

かつふみ

市六 克文
こうじ

寺﨑 幸治

のぼる

ど

後藤 昇

い

ただし

土井 忠史

たけひこ

吉井 毅彦

【海難救助】 発生件数：２件（前年比－２件）

富山県消防協会 魚津支部長表彰

※海難救助は消防救助艇「雄山丸」の出動件数
つじ

富山県東部消防組合管内
管内（魚津市、滑川市、上市町、舟橋村）の火
災・救急・救助状況は次のとおりです。
【火災】 発生件数：８件（前年比－10件）
【救急】 出動件数：4,023件（前年比＋141件）
搬送人数：3,823人（前年比＋107人）
【救助】 救助件数：46件（前年比増減なし）
救助人数：23人（前年比－21人）

あきな

つじ

りょう

辻 明菜

辻 亮

はまだ

すがぬま

よしひろ

濱田 佳宏
ひらい

しょういち

平井 正 一
むらい

しんたろう

村井 信太郎
もとの

まさと

元野 正人

よねだ

としあき

ゆうた

なかしま

やすお

米田 勇太

中島 康雄

は せ が わ

みやさか

つくる

ゆうま

菅沼 利昭

長谷川 作

宮坂 侑磨

よしだ

かわにし

すぎもり

しんいちろう

吉田 信一郎
よこた

たくや

まさとし

河西 正敏
えちご

しげゆき

横田 卓也

越後 茂行

さかい

たにざき

たけよし

酒井 武良

まさと

椙森 雅人
ほんだ

りゅうせい

本田 流星

とくゆき

谷﨑 徳行
※順不同・敬称略

「ヘルプマーク」をご存知ですか？

４月開校

住吉・上中島・松倉統合小学校

星の杜小学校「校歌」完成
外見からは分からなくて
も、援助が必要な方がいま
す。このマークをつけてい
る方が困っていたら、席を
ゆずる、声をかける、など
思いやりのある行動をお願
いします。また、災害時に
は安全に避難できるよう、
支援をお願いします。

作曲：高原 兄

広がる空に抱かれて 紡いだ命 今ここに
私たちに出来る事を 探してみよう
手を繋ぎ 微笑んで 光の環を広げよう
星の杜小学校 見上げた空に輝くは
星の杜小学校 ふるさとを照らす光になる
※上記は第一番の歌詞です。フルverの校歌は市の
HPで聴くことができます。
問

※ヘルプマークは魚津市役所社会福祉課福祉係
（⑧番窓口）にて配布しています。

作詞：田 朋美

教育総務課総務係

☎23-1043

2019-2
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第39回魚津しんきろうマラソン

出場者募集中！
４月28日㈰

９:00～

ありそドーム前

スタート

申込締切

２月28日㈭

申込先：ありそドーム、総合体育館、桃山運動公園
※インターネットからの申込みも可能です。詳しくは、
しんきろうマラソンのHPをご覧ください。
問合せ：魚津しんきろうマラソン実行委員会事務局
（ありそドーム内） ☎23-6550

しんきろうマラソンHP

種目及び参加料一覧

※消印有効

  

種目（距離）

スタート

9.5km 車いすの部（定員25名）

９：00

３kmの部（小学４～６年生）

９：10

２km ジョギングの部（小学生以上）

９：40

５kmの部（中学生以上）

10：10

ハーフマラソンの部（高校生以下不可）

10：20

10kmの部（高校生以上）

10：30

区分
今年のゲストランナー

中村 優さん
「王様のブランチ」や、マラソン
情報番組「ラン×スマ」などに出
演。市民ランナーから圧倒的人気
を誇るタレントランナーです。

しんきろうマラソン
申込締切

参加料（保険料込）
ハーフ…4,000円、10km…3,500円

一般

５km・２km・車いす…3,000円

高校生

2,000円

中学生

1,500円

小学生

1,000円

※成績一覧表は１部500円で販売します（後日郵送）

ボランティア募集
活動概要

４月７日㈰
活動日時

活動内容

申込書はありそドームや総合体育館のほか、しんきろ
うマラソンのHPからも入手できます。

４月27日㈯ ①13:00～17:00

応募資格：15歳以上（中学生不可）の健康な方
※18歳未満は保護者の承諾が必要です。
特記：報酬、交通費の支給はありません。傷害保険は
実行委員会で加入（個人負担なし）します。その他詳
しくは、しんきろうマラソンのHPをご覧ください。
申込み・問合せ：魚津しんきろうマラソン実行委員会
事務局（ありそドーム内） ☎23-6550

③７:00～11:00

車いすの部の
補助

④９:00～13:00

給水所の
運営補助

７
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②７:00～11:00

４月28日㈰

選手受付

募集数
20名

100名

※① ②はありそドーム内、③④はありそドーム周辺
（屋外）で活動していただきます。

イベント
EVENT

みんなで魚津の未来をえがこう！

魚津市まちづくりフォーラム

↑活動発表やパネル展示には各地区の特色が現れます。

各地区の活動発表のほか、講師を招いての基調講演
などを行います。また、スペシャルイベントとして富
富富の試食会とお楽しみ抽選会も開催します。
日時：２月17日㈰ 10:00～16:40
※スペシャルイベントは11:30、基調講演は13:00、活
動発表は14:45からです。
会場：新川文化ホール２階 展示ホール
基調講演：「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）
問合せ：地域協働課協働推進係

☎23-1017

info

ひとりで悩まないで

家族を介護する方たちの集い

介護に関する情報交換や相談の場を定期的に開催し
ています。初めての方もお気軽にご利用ください。
【介護家族の集い】
日時：毎月20日 13:30～16:00
会場：つむぎ倶楽部（吉島511）
問合せ：つむぎ倶楽部 ☎22-6006
【認知症介護者サロン】
日時：奇数月の第２金曜日 13:30～15:30
会場：おあしすみどり（魚津緑ヶ丘病院敷地内）
参加費：100円
問合せ：地域包括支援センター ☎23-1093

イベント

ダウンロードキャンペーン実施中！

イベント

EVENT

スマホアプリ「食べてミラ探」

EVENT

観光交流都市

長野県飯山市

第37回いいやま雪まつり

「食べてミラ探」は、じゃんとこい
セット（おススメ料理とドリンクのお
得なセット）を提供するお店の紹介
や、スタンプラリーができるスマホ向
けアプリです。期間中、スタンプを１
つ集めた方に、ミラたんオリジナルグ
ッズをプレゼントします。

キャンペーン期間：３月17日㈰まで
※ミラたんオリジナルグッズは数量限定
です。無くなった場合は別の粗品をプ
レゼントします。なお、キャンペーン
の詳細は市のHPをご覧ください。
プレゼント交換場所：魚津駅前観光案内所、セブン
イレブン魚津釈迦堂店
問合せ：商工観光課観光係 ☎23-1025

飯山の冬を代表するイベント、「いいやま雪まつ
り」。市街地には市民が制作したストリート雪像が立
ち並び、メイン会場では迫力の大型雪像がお客様をお
迎えいたします。同時開催のかまくら祭りも合わせて
お楽しみください。
開催日：２月９日㈯・10日㈰
会場：長野県飯山市 城北グラウンド周辺
問合せ：いいやま雪まつり実行委員会
☎0269-62-0156

2019-2
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生涯学習教室特別講座

募

簡単《感嘆》手芸教室

和布で小さな雛人形を作ります。市内在住・在勤の
方であればどなたでも参加できます。親子での参加も
歓迎です。
日時：２月９日㈯ ９:00～12:00
会場：新川学びの森天神山交流館
講師：朝野 やよゑさん
材料費：400円 持ち物：針、糸、ハサミ
申込締切：２月７日㈭ 定員：15名（申込順）
申 込み・問合せ：生涯学習・スポーツ課 生涯学
習・文化係（第一分庁舎） ☎23-1045

生涯学習教室講師の募集
音楽・芸術・料理など、あなたの特技や技術、知識
を市民の学習活動に生かしてみませんか。お気軽にお
問い合わせください。
教室回数：月２回（２時間程度/１回）
会場：新川学びの森天神山交流館
申 込み・問合せ：生涯学習・スポーツ課 生涯学
習・文化係（第一分庁舎） ☎23-1045

ニュース

イベント

ふるさと魚津で働こう！

EVENT

魚津市合同企業説明会

企業プレゼンや個別説明会を実施します。採用担当
者と直接対話ができるチャンスです。参加無料、申込
不要ですので、この機会にぜひご参加ください。
日時：３月４日㈪ 13:30～17:00（受付13:00～）
※進行状況により、予定より早く終了する場合あり
会場：新川文化ホール２階 展示ホール
対 象者：平成32年３月及び31年３月卒業予定の学
生、卒業後３年以内の既卒者、その他求職者、就活
中の学生の保護者など
参加企業：市内に事業所を有する企業約50社
問合せ：商工観光課商工労働係 ☎23-6195

平成30年 魚津市「桑山」スポーツ賞

ＮＥＷＳ

車いすバスケットボール
いわい

たかよし

岩井

孝義 さん

モーグル

（ＳＭＢＣ日興証券所属）
日本代表として三菱電機ワールドチ
ャレンジカップに出場し優勝。また、
アジアパラ競技大会では銀メダル獲得に大きく貢献されまし
た。現在、東京2020パラリンピックの日本代表強化選手に選
ばれています。

えみい

田中

笑伊 さん

（日本体育大学１年）

９
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ひびき

元野

響

さん

Ａ級公認のJOCジュニアオリンピッ
クカップ全日本選手権で優勝。また、
第37回東京都フリースタイル選手権大会では３位に入賞しま
した。現在、全日本のフリースタイルモーグル強化指定選手
に選ばれています。

魚津市「桑山」スポーツ賞
㈱桑山の会長である桑山征洋氏（魚津市名誉市
民）からの寄付金を基にした事業です。その年の
全国大会等で特に優秀な成績を収め、魚津市のス
ポーツ振興に貢献した選手に授与されます。
問

日本代表として第18回アジア競技大
会に全試合出場し優勝。また、アジア
ラグビー女子セブンシリーズで３大会連続優勝し、総合優勝
にも貢献しています。さらに、スーパーセブンズ2018では、
主将を務めるなど日本の主力選手として活躍しています。

もとの

（西部中学校３年）

ラグビーフットボール
たなか

個人３名を表彰

生涯学習・スポーツ課スポーツ係

☎23-1046

く ら し

ひとり親家庭などへの
支援制度について
こども課子育て支援係

限定利用や、年度途中からの
入所希望の方も申込書の提出
が必要です。
なお、入所は１～３年生を
優先し、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。
●入所条件 保護者（近隣在
住の祖父母なども含む）が、
仕事のために不在又は病気な
どで、下校後の子どもの生活
指導が難しいこと
●申込期限 ２月 日㈮
※こど も 課 又 は 利 用 を 希 望 す
る放課後児童クラブへお申
し込みください。
●入所決定 ３月上旬
※各家 庭 の 状 況 等 を 審 査 し 、
入所の可否を個別にお知ら
せします。

５･１５３

年金保険料の納付は
「前納制度」がお得です
魚津年金事務所

市民課市民係
（①番窓口）
１･０１２
口座振替による前納を希望
される方は、通帳と銀行印を
ご持参のうえ、２月末までに
手続きをしてください。
●保険料割引前納制度
当 月 末 振 替 「早 割 」… ４ 月 分 を

月末に振替
ヶ月 前 納 … ４ 月 ～ ９ 月 分 を
月末に振替
年前納… 月～翌年 月分
を 月末に振替
２年前納…４月～翌々年３月
分を４月末に振替
※割引 額 は ２ 月 中 旬 に決 定 し
ます 。な お、保 険 料 一 部 免 除
の承 認 を 受 けている方 は、口
座 振 替 によ る保 険 料 割 引 前
納制度を利用できません。
3

こども課子育て支援係

ー利用券」をお持ちの方へ

「出産祝いガソリン・タクシ

4

（⑩番窓口） １･００６
利用券の有効期間は、お子
様の誕生日から１年間（１歳
まで）です。未使用の利用券
をお持ちの方は、期間内にご
利用ください。
なお、利用券の配布は平成
年３月末を以て終了してい
ます。

市役所３階第４会議室

☎076-441-0432

13時半～16時

※労働者又は事業主どちらも相談可能

21日㈭

富山県社会保険労務士会

魚津地域建築組合

総合労働相談

13時～16時

☎22-5078

19日㈫

魚津市地域住宅相談所

魚津市社会福祉協議会

住宅相談

10時～11時半

☎24-2255

７日㈭

※増改築や外壁・雨どい工事などについて

市役所１階福祉相談室

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

14時～16時

☎23-1093

19日㈫

※ケアマネジャーの同伴可

魚津サンプラザ４階

☎23-1086

相談スペース

22日㈮

魚津市地域包括支援センター

10時～16時

認知症相談（要予約）

☎23-1003

弁護士による納税相談（要予約）

☎076-476-6717

22日㈮

税務課納税係

市役所１階税務課

14時～16時

市民課市民係

14日㈭、21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

北陸税理士会魚津支部

税理士記念日 税務相談

（⑩番窓口） １･００６
母子・父子家庭、父又は母
に重度の障害がある家庭、父
母に代わって子どもを養育し
ている家庭への支援制度があ
ります。制度利用に関する詳
細はお問い合わせください。
【児童扶養手当】
▼ひとり親家庭等の児童の父
または母や、父母にかわって
児童を養育する者に支給
【ひとり親家庭等医療費助成】
▼ひとり親家庭等の児童とそ
の児童の父または母や養育者
が医療機関で受診した場合、
保険診療の自己負担分を助成

放課後児童クラブ（学童
保育）の入所申込み
こども課保育係
（⑪番窓口） １･０７９
４月から入所を希望される
方は、申込書を提出してくだ
さい。春・夏・冬休み期間の

23

富山地方法務局魚津支局
１日㈮、３月１日㈮

人権相談

10
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4

6

4

4

1

30

予約・問合せ
会場
日時
相談会

15

24

23

23

23

―２月の無料相談会日程―

23

０７６ ４･４４ ８･８９７
県内企業・産業の魅力を伝
える就活オリエンテーション
と合同企業説明会です。
●日時 ３月１日㈮
午前９時 分～午後４時半
●会場 とやま自遊館、富山
市総合体育館
●対象 平成 年３月及び
年 ３ 月 卒 業 予 定 の学 生 、その他
求職者
●参加企業数 ４００社程度
※参加無料、申込不要

ご寄付ありがとうございました
▼社会福祉基金へ
魚津市教友会
健康友の会

経田西町
沖田 崇寛

（故）四十万 武
匿名
（故）髙島 康尋
魚津工業高等学校
インターアクト部
魚津郭声会
会長 水白 勉

10

10,000円

六郎丸

3,000円

北鬼江

150,000円

―

100,000円

木下新

30,000円

浜経田

118,578円

六郎丸

326,776円

32

とやま就活
キックオフ フェア

第４期
第８期
第８期
第６期
第４期

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

固定資産税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
下水道受益者負担金・分担金

富山県労働政策課

28

２月28日㈭

期限：

都市計画課建築住宅係

 １･０３１
市営住宅
▼六郎丸団地…２戸（４階）
▼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 ２月１日㈮～
２月 日㈭

市税等納期限のご案内

31

インターネット公売のお知らせ
▼善意銀行へ

（社会福祉協議会）22-8388
北鬼江

150,000円

JAうおづ女性部

北鬼江

4,500円

印田

50,000円

中央通り

22,500円

釈迦堂

30,000円

本町

8,000円

国際ソロプチミスト
富山―東

会長 竹 浩美

北陸銀行魚津支店
北親会

会長 石﨑 由則

魚津ロータリークラブ
会長 川岸 芳雄
魚津保育園職員一同

Yahoo！官公庁オークションにて不動産
公売（期間入札）を実施します。物件の
詳細は市のＨＰをご覧いただくか、税務
課までお問い合わせください。
公売参加申込期間：２月14日㈭～26日㈫
問

（故）四十万 武

税務課納税係（⑮番窓口）

匿名

―

匿名

―

魚津市HP

☎23-1086

10,000円
シルバーカー
1台

【お願い】常設資源物ステーションのご利用
▼魚津市へ
匿名

―

ハナモモの
苗木110本

※桃山運動公園の敷地内に植樹しました。

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）
日時：２月７日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円

日時：２月20日㈬ 13:30～16:00

11
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問

介護家族の集い

資源物ステーションはリサイクル可能な「資源物」を出
す場所です。しかし最近はルールが守られず、ごみが出さ
れていることが多くなっています。資源物は作業員の手作
業で選別しているため、資
源物以外のものが混入して
いると、時間や費用がかか
る上、場合によっては危険
を伴います。
資源物かどうか十分確認
し、ルールを守ったご利用
をお願いします。
↑資源物に混入していたゴミ
環境安全課環境政策係（⑫番窓口）

☎23-1004

い場合、回収できないことが
あります。

●対象 ハローワークで求職
中の方など（選考有り）
●募集締切 ２月 日㈭
●受講料 無料（テキスト代
等別途）

問

12
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（公社）新川青年会議所
月度講演会

募 集
日本語ボランティア募集
地域協働課市民交流係

23

☎23-1067

企画政策課企画係

28

1


１･１３１
日本語初心者の外国人の方
にボランティアで日本語を教
えてくださる方を随時募集し
ています。
●活動内容 初級の日本語を
日本語で指導
※週１ 回 分 程 度 で 、 １ 対
形式を基本とします。
●場所 市役所内の会議室
●募集対象 日本語指導研修
を受けたことがある方
90

テクノホール
展示商品・製品の募集

ポリテクセンタ ー 富 山
求職者支援訓練 受 講 者 募 集
ポリテクセンター富山

（平成30年４月１日～12月31日）

利用者募集

商工観光課商工労働係
23

（公社）新川青年会議所
 ５･９７６
成功の流儀 ～情熱で人の心
に火を灯せ！～
日本経済を築き、偉業を成
し遂げてきた人物達の評伝な
どを基にした講演です。
●日時 ２月 日㈫
午後７時～
●会場 入善町まちなか交流
施設うるおい館
●定員 ２５０名（先着順）
●講師 出町 譲 氏（テレビ

60

 ６･１９５
●展示期間 ４月１日㈪～翌
年３月 日㈫
●場所 富山産業展示館テク
ノホール内の常設展示場
●展示対象 魚津市地場産品
●寸法 幅 ㌢×奥行 ㌢×
高さ ㌢
●出展料 無料
180

※搬入 、設 置 、撤 去 は出 展 者 が
行ってください。
●申込期限 ２月 日㈭
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０７６６ ･ ６･９００
【ＷＥＢクリエイター科】
●訓練期間 ３月 日㈮～８
月 日㈬
●場所 ㈱スキル（富山市）

【平成29年度寄附金活用事例】
公園の整備（遊具の修繕など）、植樹イベントの
開催、近隣市町と連携した魅力ある観光地づく
り、防災用品の購入など

場所：北 鬼江一丁目地内（シルバー人材セ
ンター近く）
空き状況：４区画（１区画６ｍ×7.5ｍ）
利用料金：年間5,500円/１区画
申 込み・問合せ：魚津市シルバー人材セン
ター ☎22-5326

魚津市にゆかりのある方々をはじめ、当市に想
いを寄せる方々から多くのふるさと寄附をいただ
きました。市の貴重な財源として様々な事業に活
用させていただきます。

魚津市いきいき農園は、市民ならどなたで
も気軽に野菜づくりを楽しむことができる貸
し農園です。希望者には栽培のサポートをい
たしますので、ぜひご利用ください。

25

件数：848件
金額：17,462,000円

魚津市いきいき農園

朝日勤務）
●入場料 無料
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地区清掃で集めたごみの
回収について

23

ふるさと寄附（平成30年度）
野菜づくり、はじめてみませんか

22

環境安全課環境政策係

10

28

28

29
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（⑫番窓口） １･００４
地区清掃で集めたごみの回
収を希望する場合は、 日前
までに、日時と回収希望場所
を環境安全課までお知らせく
ださい。
また、その際にお渡しする
「地区（ボランティア）清掃
時の のルール」を必ずご確
認のうえ、清掃を行ってくだ
さい。ルールが守られていな

28
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催 し 物

魚津市防災講演会
総務課防災係

羽山山頂を経由して富山駅ま
で移動します。
●参加費 ５００円（保険代）
※会員無料、交通費別途必要

国際交流サロン

学年（男女）、中学年男子・
女子、高学年男子・女子の部
【団体戦（５人制）】…小学
校対抗の部
●参加料 無料
●申込締切 ２月 日㈭
※学校 を 通 じ て 天 神 公 民 館 ま
でお申し込みください。

春のもくもくフリマ＆
ワークショップ

※各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

大会要項・出場資格など

※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

魚津市ビーチボール協会

もく野菜市は５月中旬まで休業します。

☎22-1105

０･９０９

☎22-1200

もくもくホール


魚津の朝市実行

地域協働課市民交流係
 １･１３１
チャイで世界旅行はいかが？
世界一周の体験談を聞きな
がら、チャイ（インドのお
茶）と魚津のスイーツを楽し
みます。
●日時 ２月 日㈰
午後２時～３時半
●会場 もくもくホール
●定員
名（申込順）
●講師 佐野 慶人 さん
●参加費 １００円
●申込締切 ２月７日㈭

●日時 ３月３日㈰
午前９時～午後２時
●会場 魚津もくもくホール
【フリマ出店者募集】
●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 ５００円（開館
周年特別価格）
※注意 事 項 な ど 詳 細 は お 問 い
合わせください。

問合せ

会場

 １･０７８
●日時 ２月 日㈯
午前 時半～
●会場 新川文化ホール
２０１研修室
●演題 「東日本大震災で生
まれた絆」
●講師 松田 富子 氏
（災害伝承 年プロジェクト
語り部）
●参加料 無料
※申込不要

２月の歩こう会
第 回天神杯争奪
スポーツチャンバラ大会

2019-2
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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

天神公民館

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。

日時：３月10日㈰ 開会式９:00～
会場：魚津市総合体育館
区分：競技の部…男子フリー、女
子フリー、交流の部…男子200歳
以上※、女子200歳以上※
※コート内４人の合計年齢
申込方法：チーム名、競技区分、
代表者名、電話番号を下記までメ
ールにてお知らせください。
申込締切：２月８日㈮
申込み・問合せ：魚津市ビーチボ
ール協会 uozu_bba@yahoo.co.jp

開催日時

10

21

22
2 50

23

第33回魚津市ビーチボール
選手権大会 出場チーム募集

―
地場産品の販売情報
―

20

 ７･１７９
●日時 ３月３日㈰
午前９時（受付８時半）～
●会場 天神公民館付属体育館
●参加資格 市内の小学生
●競技種別 【個人戦】…低

2

23

24

23

31

魚津歩こう会

24

（地﨑） ３･９４６
●日時 ２月 日㈰
午前８時 分 あいの風とや
ま鉄道魚津駅集合
●コース 呉羽駅で下車し、
都市緑化植物園や埋蔵文化財
センター、縄文時代の遺跡な
どを見学します。その後、呉
20

18

23

10

10

10

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

魚津水族館

☎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、サクソフォンのサクセ
スストーリー。
日時：２月17日㈰

☎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

14:00 ～（開場13:30）

ドできます。

会場：桜ホール
料金：2,000円

（入館16:30）

全席自由・定員100名

冬季間の休館日お知らせ

出演：池辺晋一郎（お話）、須川展也（サクソフォン）

下記の期間、月曜日は休館いたします。（月曜が祝日の

小柳美奈子（ピアノ）、大野由加（案内役）

場合は開館、翌日休館）

角口圭都（サクソフォン／賛助出演

期間：３月11日㈪まで

富山出身）

※詳しくはコンサートチラシまたは学びの森ホームペー
ジをご覧ください。

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
をご覧ください。
臨時休館：２月18日㈪～22日㈮

You Tube

魚津水族館公式チャンネル

水族館の活動の様子や、うおすいドラマ「カメ子のおん
がえし！」（全５話）など、楽しい動画をアップしてい
ます。
「魚津水族館公式チャンネル」で検索！
池辺晋一郎

須川展也

ミュージック・ランチ

にこにこコンサートvol.２

“学びの森キッズ＆ティーンズアンサンブルコーラス”
のメンバーによるステージです。指揮に森内ゆう子さ
ん、ピアノに中谷あつこさんをお迎えします。

ミラージュランド

日時：２月23日㈯

３月中旬まで冬期休園

12:00 ～（30分程度）

会場：新川文化ホール

☎24-6999

ロビー

料金：無料

早月川パークゴルフ場の年間パスポート

第５回 さくらピアノコンサート

年間パスポートの販売をおこなっています。お申込みの

昨年８月の「学びの森ピアノフェスティバル」“さくら

際は顔写真（縦３㎝×横２㎝）が必要です。

音楽賞”受賞者による演奏会です。

価格：13,000円

日時：３月３日㈰

販売場所：ミラージュハウス（毎週水曜休館）

14:00 ～（開場13:30）

会場：新川文化ホール

小ホール

【パークゴルフ場の営業シーズン】

料金：無料

（火曜休館）

☎23-9800

ランニングコースが使用できない日（１月13日現在）
2/2㈯
３㈰
９㈯
10㈰

18:00まで
17:00まで
13:00まで
15:00まで

17㈰
23㈯
24㈰

18:00まで
19:30まで
終日

トレーニングルームの利用は定期券がお得です！

―

ありそドーム
８:30～21:30

冬期休園中の施設

―

４月１日㈪から12月１日㈰まで（予定）

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…４月１日㈪まで
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Books info

＜絵本の読み聞かせ＞
おはなしを楽しむ会
毎週土曜日 10:30～
ひまわりの会
２/17㈰
10:30～

休 館 日

22-0462

２月４日㈪、18日㈪～22日㈮、25日㈪

魚津市立図書館

開館時間

９:00～21:00

※土・日・祝は17:00まで

新着図書 『うつのリワークプログラム』（著：五十嵐良雄 文：ふくいひろえ）、『フランス座』（ビートたけし）
『残心』（鏑木蓮）、『子ども食堂

かみふうせん』（齋藤飛鳥）

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『駄目な世代』

著／酒井順子

角川書店

日時：２月10日㈰

14:00～

受験戦争はらくらく通過、就職活動

子どもの取り違えから家族を描く問題作。福山雅治が父親

は売り手市場。苦労知らずで、おめ

役に初挑戦、昨年亡くなった樹木希林や尾野真千子ほか豪

でたくて、50代になっても後輩気

華キャストが出演。

分・・・。そんなバブル世代をあらゆ

作品：「そして父になる」（2013年

本編121分）

これえだひろかず

るテーマから振り返った新・世代論。

監督：是枝裕和（2018年カンヌ映画祭「万引き家族」でパ

おはなし＆おりがみひろば

ルムドールを受賞）

絵本の読み聞かせのあとは、おりがみで
おひなさまをつくりましょう！

ライブラリー・コンサート
スーホの白い馬―馬頭琴の音色とともに―

日時：２月17日㈰

教科書でおなじみの『スーホの白い馬』を、お話と馬頭琴

10:30～

特別休館日のご案内

の演奏でお楽しみください。

蔵書の点検整理のため、２月18日㈪～22日㈮を休館しま

日時：３月２日㈯

す。返却は、図書館返却ポストをご利用ください。ただ

演奏者：アルタンゲレル・デルゲルマー

13:30～

し、CD、DVDなどは破損の原因になりますので、休み明
けにカウンターへ返却してください。

魚津埋没林博物館

９:00～17:00（入館16:30）

写真展「魚津ナチュラルギャラリー19」

カフェ10:00～17:00

☎22-1049

きれい、ふしぎ、おもしろい！学芸員のレンズを通して、

まいはくカフェ『蜃気楼カレンダー写真コンテス
ト』トークイベント

魚津の多彩な自然を紹介！

国内外の貴重な蜃気楼の写真を見ながらスイーツやドリン

期間：４月30日㈫まで

クを楽しみませんか？

会場：企画展示室（要入館料）

日時：２月24日㈰

16:00～17:00

対象：小学生～一般
▲

魚に乗って飛ぶ？

会場：エントランスホール

ふれあい学習会「“うちゅうせん”を見よう」
宇宙から降り注ぐ宇宙線を簡単な手作りの仕掛け『霧箱』

カフェの特別セットメニュー(500円)

で見てみよう！

もご利用いただけます

日時：２月24日㈰

10:00～12:00

対象：小学生～一般
参加費：300円

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）

毎月23日は「百年の蔵」上映会！

下記の期間、木曜日は休館いたします。無料エリアとカフ

３月まで毎月、米騒動百年ドキュメンタリー映画「百年の

ェの営業時間はそれぞれ午後５時までとなります。また、

蔵」を上映します。

海の駅蜃気楼側と魚津港側の出入口を閉鎖しています。

日時：２月23日㈯、３月23日㈯

両日とも17:15～

会場：ハイビジョンホール
料金：1,000円（高校生以下無料）
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期間：３月15日㈮まで
休館日：木曜日

がん検診は２月２８日㈭まで！
◎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。

健康づくりイベント第５弾（予約制）
『教えて絹野ドクター！慢性腎臓病と心血管病』
日時 ２/26㈫ 13:30～15:00（尿検査13:00～13:30）
内容 講義と尿検査
講師 富山ろうさい病院 腎・高血圧科部長 絹野裕之医師
参加費 無料
会場·申込·問合せ 健康センター

健康相談会（予約制）

一般医
2/3㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633

2/10㈰

かごうら皮ふ科クリニック
吉島
☎23-6060

2/11(月·祝)

みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500

2/17㈰

2/24㈰

3/3㈰

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
火
金
９:00～11:00

○

○

－

13:00～16:00

○

－

○

内容

精神保健福祉士や保健師による個別相談（新規のみ要予約）
家族同士の話し合い
日時 ２/６㈬ 14:00～15:30
会場·申込·問合せ 新川厚生センター保健予防課 ☎52-2647

２月は生活習慣病予防月間です
2019年のテーマは「少酒」です。アルコールは少量であれば良薬で
すが、飲みすぎには注意を！

火の宮町☎22-1748
扇谷医院
友道
☎24-1355

歯科医
2/3㈰

前川歯科クリニック
立山町利田☎076-462-8118

2/10㈰

モズミ歯科クリニック
舟橋村舟橋☎076-464-2540

2/11(月·祝)

佐渡歯科医院
舟橋村竹内☎076-462-0648

2/17㈰

やすだ歯科
滑川市上小泉☎076-476-6480

2/24㈰

公園通り歯科
滑川市常盤町☎076-475-8881

3/3㈰

やすだ歯科
滑川市上小泉☎076-476-6480

魚津市急患センター
（富山ろうさい病院内）
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、乳幼児のケガは、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）

「ミラたん健康ポイント２０１８」へのご応募、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2018」には802人
（のべ1,629通）の応募がありました。抽選の結果、255人（31.8%）が
当選され、個別に記念品のご案内をしました。

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

2019-2
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

ひきこもりなどの問題で悩んでいる家族や当事者の方の相談会です。

沢口胃腸科クリニック

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

ひきこもり等家族相談会

青山内科
仏田
☎25-0250

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

（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

検診期間終了間近は混み合いますので、お早めのご予約
をお勧めします。

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

診
査

対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

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〉
（魚津市健康センター内）
ー身体測定や育児相談を行いますー
吉島1165（☎24-0415）
日時 2/20㈬ ９:30～11:00

◆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。

教

先輩パパ·ママの体験談を聞いたり、おむつ交換と沐浴の実習をします。
妊娠中期から後期の妊婦さんとその家族

日時

2/23㈯ ９:30～12:00（受付９:15～９:30）

会場·申込·問合せ

室

対象

健康センター（前日までに要申込）

◆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

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

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 2/7㈭、3/7㈭
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７月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 2/12㈫、3/12㈫
受付時間 13:00～13:30
●３歳児健診
対 象 平成27年８月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 2/27㈬
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
吉島132（☎23-2225）

パパとママの育児教室

●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 2/22㈮
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 2/8㈮
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 2/15㈮ 受付時間 13:00～13:30
対象
日程

２月

つばめ

ひばり

すずめ

４日㈪

積み木遊び

ボール遊び

楽器遊び

18日㈪

なわ遊び

パズル遊び

お店屋さんごっこ

25日㈪

ちょこっとシアター

トンネル遊び

小麦粉ねんど

◆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。

母子健康手帳
健康センター

２歳または３歳になる児
2/21㈭ 受付時間 13:00～13:30

高齢者肺炎球菌予防接種
平成30年度の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歳の方

お兄ちゃんになったよ

いててぇ～♡

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）

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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○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）
４歳
まえざわ

前澤

かもめ

２歳
はるま

悠真くん
23-1777

まえざわ

前澤

だいご

○接種場所：市内指定医療機関（要予約）

大心くん

つばめ

23-5133

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

Uozu News
12

プロの技を子ども達に伝授
27 石川歩選手の野球教室

12

―まちの出来事―

魚津工業高校インターアクト部
21 歳末募金を寄附

プロ野球・千葉ロッテマリーンズの石川歩選手

魚津工業高校インターアクト部と魚津ロータリ

による野球教室が、桃山運動公園屋内グラウンド

ークラブから、魚津市社会福祉基金へ118,578円の

で開かれ、市内外の少年野球８チーム140名が参加

寄付をいただきました。生徒と会員が前日に行っ

しました。石川選手はこの教室で「うまくなるこ

た街頭募金85,578円に、ロータリークラブのクリス

との楽しさ」を伝えたいと話していました。子ど

マス会での募金も加えられています。中島生徒会

もたちからサインをお願いされ、快く応じる場面

長と魚岸生徒会副会長が募金を手渡し、村椿市長

もあり、参加者にとって忘れられない教室となり

は「毎年温かい心に感謝しています」とお礼を述

ました。未来のプロ野球選手がここから生まれる

べました。頂いた募金は、市内の社会福祉事業に

ことを期待します。

広く役立てられます。

１

無火災を祈願して一斉放水
５ 魚津市消防出初式

消防出初式が行われ、消防職員と団員450名が参
加し、無火災への決意を新たにしました。

１

威勢の良い声が場内に響く
４ 新年初競り

午前５時、おさかなランドにて魚津漁協の新年
初競りが行われました。

魚津神社で鎮火祈願をしたあと、新川文化ホー

競りに先立ち、村椿市長は「安全な魚は魚津の

ルで式典があり、功労者の表彰が行われました。

魅力です。海とみなとの魅力を発信し、みなさん

市役所周辺では、消防音楽隊の演奏に合わせて、

で力を合わせましょう」と挨拶しました。「魚津

消防団員による観閲行進が行われました。また新

寒ハギ」としてブランド化を進めるウマヅラハギ

入団員による大正時代の手動式「腕用ポンプ」に

もシーズンをむかえ、フクラギやヒラマサ、ア

よる放水も披露されました。その後、無火災を祈

ジ、サバなどキトキトな魚介類が次々と競り落と

願して一斉放水を行いました。

されていきました。

2019-2
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地域のイベント情報をお寄せください

１

→

23-1015

FAX

23-1076

info@city.uozu.lg.jp

新成人398人（男性220人・女性178人）の新たな門出を祝う
13 平成31年魚津市成人式

実行委員会による抽選会などで盛り上がりました

新川文化ホールで魚津市成人式が行われ、新成
人の新たな門出を祝いました。
式典では、村椿市長からお祝いと激励の言葉が
贈られ、新成人を代表して長勢将さんが、青春メ
ッセージを読み上げました。アトラクションの部
では、新成人を中心とした成人式実行委員会が企
画・進行役を務め、新成人の小中学校時代の恩
師からのお祝いの言葉や、お楽しみ抽選会が行わ
れ、会場は大いに盛り上がりました。

久しぶりの再会に笑顔があふれました

編集後記
成人式の日は天候にも恵まれ、振り袖や袴姿の
新成人で賑わいました。アトラクションの部で小
学校時代の恩師が、「６-１」と書かれたタイムカプ
セルを披露し、帰り際に中身を受け取るクラスメ
イトは、過去からの品々に懐かしんでいました。
新成人の皆さんは大人の仲間入りし、これから

かわかみ

川上

てるこ

照子さん

（88歳・下中島地区）

さまざまな場面でお酒と接することと思います。

「寒いから、台所暖か

ぜひ故郷の話を酒の肴にして、魚津の魅力を発信

くして１日中そこにおる」

してください。たくさんの人に興味を持ってもら

そう話される川上さん

い、訪れる方が増えれば魚津はもっと元気になり

は、冬の間、紙ひもで手

ます。皆さんの力に期待しています。（山）

提げバッグなどを作って
過ごしているそうです。
ご趣味を伺うと「詩吟を始めて20年。今は歳や
から踊っとらんけど、発表会になったら歌っと

市の人口

る」とまだまだ現役です。

住民基本台帳調べ（外国人含む）

ご家族の話題になると「正月は孫とひ孫が遊び

（平成30年12月末現在） 前月比 前年比

男

20,483人

＋24

－63

女

21,649人

±０

－145

計

42,132人

＋24

－208

＋36

＋154

世帯数 16,938世帯
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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

に来とって、にぎやかしかった。ご飯食べる時
も、座るところ無いくらい大勢やったちゃ」と嬉
しそうに話されました。これからも、ますますお
元気で。

さん

の仕事につくことです。ぼくの

どもたちに教えるコーチになるこ

家族は、おじいちゃんもお父さ

とです。どうしてかと言うと、サ

んも大工をしています。家族が

ッカーをがんばっている子どもた

働く姿を見て、ぼくも建築関係

ちに、サッカーの楽しさを知って

大人になったら、お父さんと一緒に大きな家を建

ちから、日本代表になる選手が出るのも、楽しみです。

てることが夢です。それまでに、建築関係の勉強を

そのためには、教えられるくらい上手になるまで

しっかりして、資格もとって、お父さんと一緒の職

一生懸命に練習して、自分の夢をかなえていきたい

場で働きたいです。

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/

私の将来の夢は、サッカーを子

今月号「桑山スポーツ賞」の記事でもご
紹介した、スキーモーグル選手の元野さん
（西部中３年）は、今回の受賞に特別な思
いがありました。父の雅樹さんは、東部中
野球部として受賞し、姉の里音さんも、昨
年モーグル競技で受賞され、ご家族で受賞
できたことに大変喜んでいました。
「小学一年の時、姉がモーグルチームに
入ったので、自分も一緒に始めた」と語る
元野さんは、ＪＯＣジュニアオリンピック
カップ全日本選手権などで優秀な成績を収
め、現在、全日本スキー連盟の強化指定選
手に選ばれています。
練習について聞くと「努力した分、大会
で結果として現れることがうれしい。で
も、技術を上げるためには攻めの姿勢が必
要で、もしケガをするとその間に他の選手
が上手になるから、バランスが難しい。あ
とは、体作りのために食事の勉強もしてい
る」と答え、ストイックな一面を見せまし
た。さらに、海外遠征では英語の上達のた
め、リフトは他国チームの選手と乗るよう
コーチから指示され、後でどんな会話をし
たか確認されるとのことで、競技以外でも
努力している様子でした。
今後の抱負を聞くと「まずは、ワールド
カップとジュニア世界選手権に出場するた
め、２月に秋田で行われる大会で好成績を
収める。そして将来はオリンピックで金メ
ダルをとる。そのためにも、応援してくれ
る人に感謝の気持ちを持ってがんばる」と
熱く語りました。今後の活躍がますます期
待されます。

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

ぼくの将来の夢は、建築関係
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フリースタイル・モーグル

強化指定選手
所属
ひびき

響

№879

もらいたいからです。また、自分が教える子どもた

の仕事にあこがれるようになりました。

るな
くにた

瑠那さん
國多
６年生
圭樹くん
こさか

けいじゅ

小坂
６年生

富山ＦＳＣ
も と の

2019

元野

２ 月号

住吉小学校

