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大町幼稚園ひな人形

年長すみれ組の仲良し女の子。ひな人形を飾って「笑顔で元気に大き
くなれますように」とお願いしました。

オープニングイベント
16日㈯・17日㈰は各日

１ 2,000円

【のりものつづり券】

※遊具利用は16:30（立体迷路ミラメイズの受付は16:00）までです。
※通常の遊具利用券の販売も行います。
※バッテリーカー及びふれあい牧場フロンティアは対象外です。

２

お得なのりもの券が仲間入り！

で終日遊具乗り放題！

／人

17日㈰

料金表

11:00～、13:00～

よさこい踊り（３チーム出演）

44枚券：5,000円（114円/枚）
33枚券：4,000円（121円/枚）
22枚券：2,800円（127円/枚）
11枚券：1,500円（136円/枚）
１枚券：150円

【のりもの料金変更】
大観覧車：600円（券４枚分）
恐怖の館：600円（券４枚分）

information
アルバイト募集
勤務日：３月16日㈯・17日㈰
両日８:30～17:00
時給：850円（交通費なし）
資格：高校生以上
※詳細はお問い合わせください。

営業時間・定休日等
営業時間：９:00～16:30
※一部の遊具は16:00まで
定休日：毎週水曜日
臨時営業日：３月27日㈬、
４月３日㈬

【ふれあい牧場フロンティア】
入場料：100円／人（１歳以上）
エサやり：100円／カップ
乗馬体験：600円（券４枚分）
※のりもの券の差額の払い戻し、現
金との併用はできません。

問

遊具の紹介や料金表
はコチラ！
ミラージュランド



☎24-6999
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生 涯 学 習
フェスティバル
３月10日㈰

10：00～16：00

新川学びの森天神山交流館
生涯学習教室や友の会の皆さんによる発表会です。喫
茶コーナーや作品展示、体験コーナーなどもあります。

10:00

 作品展示、お茶席

11:00

 季節の料理試食（無くなり次第終了）

13:30

 ステージ発表

同 日 学びの森寺子屋 音楽無料体験（当日参加OK）
開 催 サックス、ドラム、クラリネット、ボーカル 他

問
生涯学習・スポーツ課生涯学習・文化係

☎23-1045

問

魚津消防署からのお知らせ

魚津消防署庶務係

☎24-7980

『忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認』

春季火災予防運動
期間：３月20日㈬～26日㈫
火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、市
民の防火意識を高めるために実施されます。
また、運動に合わせて訓練・防火指導を行いま
すのでご理解とご協力をお願いします。
【春季消防訓練】
日時：３月17日㈰ ９:00～
場所：富山労災病院周辺（一部交通規制あり）
【防火推進地区の防火指導】
消防職員と消防団員が各家庭を訪問し、火の元の
点検や住宅用火災警報器の設置調査を行います。
日時：３月17日㈰ 10:30～
場所：立石地区
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【住宅防火】いのちを守る

つのポイント

□寝タバコをしない
□ストーブの周りに燃えやすいものを
置かない
□火元から離れるときは必ず火を消す
□住宅用火災警報器を設置する
□寝具、衣類及びカーテンに防炎品を
使用する
□初期消火のため、住宅用消火器等を
設置する
□近隣で協力体制を構築する

県政の未来を担う、
大切な一票。

問
魚津市選挙管理委員会

▼投票日

４月７日㈰

☎23-1019

投票所一覧

７:00～20:00

投票所は投票区によって異なります。右の表及び、世帯
へ郵送される入場券でご確認ください。
▼投票できる方
選挙人名簿に登録されている方（平成31年３月28日現在）
満18歳以上（平成13年４月８日までの出生者）で、①魚
津市に住所がある方、②平成30年12月28日までに魚津市
へ転入届を提出し、引き続き市内に住所がある方。
▼投票所入場券

投票区

投票所

魚津第１

村木公民館（旧村木小）

魚津第２

大町幼稚園

下中島

星の杜小学校（住吉小）

上中島

上中島小学校

松倉

松倉公民館

上野方※

上野方公民館

下野方第１

つばめ児童センター

下野方第２

西部中学校

下野方第３

総合体育館

３月下旬に各世帯へ郵送します。届かない場合は魚津市
選挙管理委員会までお問い合わせください。

片貝

片貝公民館

加積第１

農村環境改善センター

▼期日前・不在者投票

加積第２

東部中学校

【魚津市役所】
日時：３月30日㈯～４月６日㈯ ８:30～20:00
会場：第２会議室（２階）
【アピタ魚津店】
日時：４月５日㈮・６日㈯ ９:00～20:00
会場：イベントスペース（２階）

道下第１

道下保育園

道下第２

道下小学校

経田第１

経田小学校

経田第２

江口研修センター

天神

天神公民館

西布施

西布施交流館

▼開票日（即日開票）
日時：４月７日㈰ 21:00から
会場：魚津市役所３階 大会議室
▼選挙公報
新聞折込のほか、自宅への郵送も出来ます。希望する方
は魚津市選挙管理委員会までご連絡ください。

※今回から、上野方投票区の投票所が変更されますので、
お間違えのないようお気を付け下さい。

無料巡回バス・送迎車の運行
時刻表は４月号の折込チラシをご確認ください。
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国民健康保険からのご案内
問
市民課医療保険係（③番窓口）

Info

☎23-1011

Info

健康保険の資格を失った方へ

健康保険の資格を新たに取得した方へ

会社を退職するなどして、健康保険の資格を失
った方は、次のいずれかの医療保険に加入する手
続きを行ってください。
①今まで加入していた社会保険、健保組合等の任
意継続保険に加入（退職日の翌日から20日以内
に申請が必要）
②家族の被扶養者として社会保険等に加入
③新たな勤務先で社会保険等に加入
※①～③の方以外は国民健康保険に加入

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
喪失届出を行ってください。届出がない場合、国
民健康保険税がかかり続けることになりますので
ご注意ください。
なお、後期高齢者医療保険の資格を新たに取得
した方（75歳）の届出は不要です。
【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、マイナンバーカード又は通知カード
【届出先】
魚津市役所１階（③番窓口）市民課医療保険係

【国民健康保険加入に必要なもの】
認印、健康保険喪失の日付が確認できるもの（健
康保険資格喪失証明書など）、マイナンバーカー
ド又は通知カード

医 療 費 の 節 約 術

―できることから始めましょう―

①生活習慣の改善点

②医療機関受診の改善点

▼ 食生活の見直し ▼

自分のかかりつけ医・薬局を決め、必要以上の重
複受診はやめましょう。また、時間外受診や休日受
診は医療費が割高になります。やむを得ないとき以
外は、通常の診察時間内に受診しましょう。
そのほか、お薬手帳を活用することで効率的に治
療を進めることができます。

１日３食が基本。ただし、脂っこい料理と塩分は
控え、腹八分目を心がけましょう。
▼ 適度な運動習慣 ▼
日常生活の中で「歩く」時間を増やしましょう。
簡単なストレッチや家事も有効です。
▼ ストレス発散 ▼
過度のストレスは、体調不良や病気につながりま
す。趣味やおしゃべりなど、自分に合ったストレス
解消法を見つけましょう。
▼ 十分な睡眠 ▼
適度な運動や、早めの夕食で快眠につなげられま
す。また、できるだけ同じ時間に就寝・起床して、
生活のリズムを整えましょう。
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病気予防に年１回、健康診断を受けましょう

星 の 杜 小 学 校 開 校 に 向 け て

小学校閉校式典
魚津市立星の杜小学校の開校にあたり、統合される住吉小学校、上
中島小学校、松倉小学校の閉校式典が下記日程で執り行われます。一
般の方もぜひご参加いただき、学び舎での思い出を振り返ってみては
いかがでしょうか。
問
教育総務課総務係（第一分庁舎）☎23-1043

住吉小学校

３月23日㈯

13:00 開始

住吉小学校体育館

上中島小学校

３月24日㈰

松倉小学校

10:00 開始

上中島小学校体育館

３月23日㈯

10:00 開始

松倉小学校体育館

【沿革】

【沿革】

【沿革】

明治６年に川縁新村に恩斉小学

明治10年に早月小学校として創

明治６年に観音堂に観由小学校、

校、宮津村に清流小学校が創立。

立。その後、明治23年に通学区域

鹿熊に節制小学校、稗畠に稗畠小

その後、慶野村に創立した慶雲小

を拡大し、上中島簡易小学校に改

学校が創立。明治34年に統合し、

学校と合併し、明治22年に下中島

称。大正元年に現在の場所に校舎

松倉尋常小学校を創立。昭和27年

尋常小学校に改称。昭和29年に現

を移転し、昭和22年に上中島小学

に松倉小学校に改称。古鹿熊分校

在の場所に新築・移転し、住吉小

校となる。

等の設置や廃止、坪野小学校との

学校となる。

統合を経て、現在に至る。

申請は３月31日まで

運転免許自主返納者への支援

魚津市資格取得助成制度

市内在住の方で、運転免許証を有効期限内に警
察へ自主返納した方を対象に、支援を行っていま
す。４月１日以降の支援内容は次のとおりです。
※年齢制限はありません。

資格取得助成制度は平成31年３月31日をもって
終了します。すでに対象資格を取得済みの方で、
まだ申請していない方は、お早めに申請をお願い
します。

支援内容：２つのうちいずれかを選択
①市民バス回数券５セット（１万円分）
②タクシー券（１万円分）
必 要なもの：申請書（環境安全課で配布）、免
許取消通知書（警察で発行）、本人確認書類
（返納前の免許証コピーなど）、印鑑
問 合せ：環境安全課生活安全係（⑫番窓口）
☎23-1048

対 象者：①市内在住の求職者で資格を取得した
方、②市内在住の従業者で業務に関連する資格
を取得した方
対象資格：平成31年３月31日までに取得した、
第一種運転免許（大型、大型特殊）、第二種運
転免許、社会福祉士、介護福祉士などの資格
対象経費：受験料、免許の交付・登録費用
助成額：対象経費の２分の１（上限10万円）
問合せ：商工観光課商工労働係 ☎23-6195
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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
犬を飼っている方は右の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、必ず問診票をご記入のうえ、
会場に持参してください。
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。

接種費用：

実施日

４月10日㈬

3,200円／１頭

※飼 い犬を新規登録する場合は、手数料として
3,000円必要です。
※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
必要です。
※飼 い犬の死亡や、飼い主の住所・氏名変更は
環境安全課へ届け出てください。

時間

会場

９:00～９:15

稗畠営農組合倉庫前
（松倉簡易郵便局向かい）

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

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

９:30～９:45

横枕公民館

４月11日㈭ ９:55～10:10

石垣新公民館

10:20～10:35

上野方公民館

10:50～11:15

農村環境改善センター

９:00～９:15

西布施交流館（旧西布施小）

９:25～９:40

天神公民館

４月12日㈮ ９:50～10:05

問

４月14日㈰
環境安全課環境政策係（⑫番窓口）☎23-1004

経田公民館

10:55～11:20

青島三区公民館

９:00～10:45

魚津市役所

11:05～11:30

大町公民館
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税の申告は３月15日㈮まで！
■申告書作成相談会
申告書の作成でご不明な点などがあれば、ご利用く
ださい。
開催期間：３月15日㈮までの平日 ８:30～17:00
会場：魚津市役所１階 税務課（⑭番窓口）
必要なもの：①印鑑（シャチハタ不可）、②収入
を証明するもの（源泉徴収票など）、③控除を証
明するもの（生命保険料の控除証明書など）、④
個人番号カード（お持ちで無い方は個人番号通
知カードと運転免許証など）、⑤還付申告の場合
は、申告者本人名義の口座番号がわかるもの（預
金通帳など）

新川森林組合

10:15～10:40

税務課住民税係

☎23-1009

■市役所で確定申告書を作成する場合は、「利用者
識別番号」が必要です。
税務署から送られた「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、
申告の際に必ず持参してください。利用者識別番号
をお持ちでない方は、市役所税務課で新規に取得す
ることができます。
■皆さまへのお願い
相談にお越しの際は、駐車場の混雑緩和のため、公
共交通機関の利用や相乗りにご協力をお願いしま
す。なお、相談窓口は午前中が特に混雑し、お待た
せすることもありますがご了承ください。

募

脳をいきいきと元気に！

脳まめなけクラブ学習者募集

簡単な読み書きや計算、参加者同士のコミュニケー
ションで脳をいきいきと元気にさせる教室です。あな
たも脳にいいこと始めてみませんか。
期間：４月10日～８月７日の毎週水曜 10:00～11:30
会場：新金屋教室（旧百楽荘）
対象・定員：65歳以上の方10名（申込順）
※要支援又は要介護認定を受けている方はお申し込み
いただけません。
申込締切：３月27日㈬
参加費：月額1,000円（教材費）
申込み・問合せ：地域包括支援センター ☎23-1093

イベント
EVENT

第７回 よっしゃ来い！！
ＣＨＯＵＲＯＫＵまつり

募

４月開校 星の杜小学校

スクールバス運転手

勤務内容：星の杜小学校のスクールバスの運転業務
（住吉～上中島、松倉）及び車体・車内清掃
勤務日：学校開校日（通常は週５日）
※学校行事などにより運行する場合あり
勤務時間：６:30～８:30、14:00～17:30
※学校行事などにより変更する場合あり
雇用期間：雇用開始日から１年間（原則更新）
※㈱金閣自動車商会のパートタイム職員として採用
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：㈱金閣自動車商会 ☎22-1030

よつば小、清流小のスクールバス運転手も募集中
勤務条件の詳細はお問い合わせください。
募集人数：２名 賃金：時給1,000円
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採用
問合せ：魚津交通㈱ ☎22-0640

募

スポーツ初心者・体験入団も歓迎！

魚津市スポーツ少年団

↑昨年のスポーツ少年団結団式

開催日：５月19日㈰
会場：魚津駅前通り、市役所前公園
魚津の伝統「せり込み蝶六踊り」をアレンジしたダ
ンスイベント「よっしゃ来い!!CHOUROKUまつり」
を今年も開催します。全国から美味しいグルメも集結
しますので、ぜひ遊びにお越しください！
問合せ：魚津祭組（魚津商工会議所内）☎22-1200

魚津市スポーツ少年団には野球や水泳をはじめとす
る15種目31団が登録されています。スポーツ初心者や
体験入団も歓迎です。
募集対象の学年や活動日は各団で異なりますので、
事務局までお問い合わせください。なお、３月中に募
集要項を市内小学校にお配りしますので、そちらも併
せてご確認ください。
問合せ：魚津桃山運動公園 ☎22-0077

2019-3
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まもなく営業開始！

info

早月川パークゴルフ場

初心者からベテランまで楽しめる３つのコースが用
意されています。ぜひ遊びにお越しください。
営業期間：4月１日㈪～12月１日㈰（水曜定休日）
営業時間：９:00～17:00（受付16:00まで）
料金：510円（高校生以下310円、小学生以下無料）
その他：お得な回数券の販売、器具レンタル有り
問合せ：ミラージュハウス ☎24-9578

年間パスポート
購入日から１年間有効です。価格は13,000円、申込
時に顔写真（縦３㌢×横２㌢）が必要です。

募

つばめ・ひばり・すずめ児童センター

親子教室で交流しませんか

子ども同士・親同士の交流のほか、子育てに関する
不安や悩み解消に役立つ講演や相談会も開催します。
日時：①毎週水曜日、②毎週金曜日 ９:30～12:30
対象：①は６ヶ月～２歳未満のお子様とその保護者
②は２歳以上のお子様とその保護者
定員：各センター①②ともに15組（申込順）
受付開始：３月11日㈪ 10:00～（電話受付はできま
せんので、各センターまで直接お越しください）
年会費：1,500円
問合せ：つばめ ☎23-5133 ひばり ☎23-0500、
すずめ ☎23-0522

地域の魅力あふれる写真をUPします！

info

魚津市内13地区で「インスタグラム」を開設

インスタグラムで地域の活動や自慢の風景などを投稿し
ています。今後も随時投稿していきますので、気に入った
写真には、ぜひ「いいね！」をお願いします！
問合せ：地域協働課定住応援室 ☎23-1095
※市 のHPに各地区のインスタグラムページへ
のリンクを載せています。

４月にテレビで放送！
「まちづくりフォーラム」

Instagram

２月に開催された、魚津市まちづくりフ
ォーラムの様子がテレビ放送されます。
この機会にぜひご覧ください。
番組名：NICE特集（NICE TV 091ch）
放 送日：４月21日㈰～27日㈯ 10:00、
15:00、19:00（１日３回）

９
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市役所１階市民相談室

（平日は電話相談を受付）

10
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用水減水のお知らせ

※増改築や外壁・雨どい工事などについて

く ら し

13時～16時

ロールを行っています。
他人に迷惑をかける行為は
やめましょう。

19日㈫

認知症介護者サロン

住宅相談

北陸電力㈱魚津水力センター
 ６･２８５
魚津市土地改良区

魚津市社会福祉協議会

地域包括支援センター

（⑥番窓口）
１･０９３
●日時 ３月８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 の 方 は 事 前 に ご
連絡ください。

井戸水使用・併用世帯の
下水道使用料算定
下水道課維持保全係

10時～11時半

引越しの際は住所の異動
手続きを忘れずに

５･６５６
片貝谷発電所の機器点検修
理作業に伴い、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。
●減水期間 ３月 日㈭～
日㈯（ 日間）
●減水対象の用水路
貝田新円筒分水槽より下流
▼中川 、 経 田 、 青 柳 、 東 山 、
天神野、古田、印田、鴨
川、道坂
片貝谷発電所沈砂池より下流
▼荒井
黒谷頭首工より下流
▼島尻、東城
（第二分庁舎）
１･０８７
井戸水を使用している（水

7 日㈭

市民課市民係


１･００３
住所の異動届（転出・転
入・転居など）は、国民健康
保険、国民年金、選挙人名簿
への登録などに関わる大切な
手続きです。引っ越しなどで
住所が変わる際は、忘れずに
手続きを行ってください。

黒部宇奈月温泉駅
駐車場の利用について
黒部市役所都市政策課

不法投棄は犯罪です
環境安全課環境政策係

道との併用を含む）世帯の下
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、長期入院な
どで、世帯人数に変更が生じ
る場合は、速やかに下水道課
まで届出をお願いします。
料金に関してご不明な点が
ございましたら、お問合せく
ださい。

生活・就労相談

※市内65歳以上の方又はその家族向け

10

（⑫番窓口） １･００４
ゴミのポイ捨てや不法投棄
が後を絶ちません。一部の心
無い人が捨てたゴミをボラン
ティアの方々が苦労しながら
回収しています。また、地区
の環境巡視員が定期的にパト

市役所３階第６会議室

高齢者向け法律相談（要予約：３枠）

23

☎22-5078

13時～16時

※ケアマネジャーの同伴可


２･６４７
駅周辺の黒部市営駐車場は
週末や祝日が特に混雑しま
す。駅へお越しの際は、富山
地方鉄道など公共交通機関の
利用や、自家用車での相乗り
にご協力ください。なお、路
上駐車やバス待機場への駐車
はご遠慮ください。
各種公共交通機関の時刻表
確認には「公共交通で行こ
う！」のＨＰが便利です。

相談ダイヤル：076-439-3501（当日のみ）

10:00～16:00

日時：３月21日㈭

※相談できること…空き家に関する相続・管理・近隣関係・成年後見など

「空き家問題」無料電話相談

魚津市地域住宅相談所

魚津地域建築組合

26日㈫

☎24-2255

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

14時～16時

☎23-1007

19日㈫

社会福祉課高齢福祉係

市役所１階税務課

☎23-1093

14時～16時

魚津市地域包括支援センター

22日㈮

☎23-1086

弁護士による納税相談（要予約）

税務課納税係
13時～16時

☎23-1003
14日㈭

☎22-0461
13時半～16時
１日㈮

市民課市民係
行政相談

認知症相談（要予約）

富山地方法務局魚津支局

人権相談

予約・問合せ
会場
日時
相談会

23

23

24

22

14

23

23

54

―３月の無料相談会日程―

20,000円

匿名

―

1,175円

匿名

―

648円

☎22-6006

 ５･９７６
なるほど・ザ・チルドレン
～大人の背中の見せ方～
子どもの「教育者」である
大人の皆様に、自らの行動に
責任感を持つことの大切さを
学んでいただきます。
●日時 ３月 日㈫
午後６時半～
●会場 魚津商工会議所ビル
５階 大研修室
●定員 １５０名（申込優先）
●講師

―

大東 めぐみ 氏
無料

匿名

●参加料

8,000円

吉島511

（公社）新川青年会議所
３月度講演会

100,000円

新金屋

つむぎ倶楽部

引越しに伴う
ごみの処理について

川縁

３月市議会定例会日程

（故）飛世 敏枝
魚津第二保育園職員一同

23

（公社）新川青年会議所

れます。

23

環境安全課環境政策係

→障がい者や高齢者などへの福祉活動に役立てら

議会事務局議事調査係
 １･０４１

（社会福祉協議会）22-8388

開会
代表・個別質問
個別質問

3,000円

予算特別委員会

▼善意銀行へ

六郎丸

民生委員会
産業建設委員会
総務文教委員会
討論・採決

沖田 崇寛

１日㈮
日㈪
日㈫
日㈬
日㈭
日㈮
日㈪
日㈫
日㈮

健康友の会

22 19 18 15 14 13 12 11

（⑫番窓口）
１･００４
引越しに伴い、大量のごみ
を捨てる場合は、各自で直接
処理場まで持ち込んでいただ
くようお願いします。
なお、もやせないごみを宮
沢清掃センター（黒部市）に
持ち込む際には、環境安全課
で手続きが必要です。
また、個人で処理場に持ち
込むことができない場合は、

→魚津市の社会福祉事業に役立てられます。

※ＮＩ Ｃ Ｅ Ｔ Ｖ （ 092ch
）で
中継されるほか、市のＨＰ
でも視聴できます。

▼社会福祉基金へ

専門業者に処分をお願いして
ください。環境安全課で業者
を紹介することもできます。

ご寄付ありがとうございました

魚津市遺児福祉年金制度

こども課子育て支援係

（⑩番窓口）
１･００６
義務教育終了前の児童の父
もしくは母、または養育者が
交通事故などで死亡した場合
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
居住している方
●支給額（年額） 遺児一人

につき１万２千円

23

３月

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）

12

22

日時：３月７日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円
介護家族の集い
日時：３月20日㈬ 13:30～16:00

こども・妊産婦・ひとり親・障がい者等

医療費助成受給者の皆様へ
４月１日から医療機関等の窓口で、福祉
医療費請求書の提出が不要となります。そ
れに伴い、新しい受給資格証を３月下旬に
郵送しますのでご確認ください。４月以降
に医療機関等を受診される際は、この受給
資格証を提示してください。
問
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これまで、市税などを口座振替で納付された方に、年
１回「口座振替納付済通知書」を送付していました。こ
の通知書を、経費削減・省資源化の推進のため、一部の
科目について平成30年12月振替分（介護保険料は平成31
年2月振替分）をもって廃止します。
今後の振替結果は、預貯金通帳にて確認をお願いしま
す。皆様のご理解とご協力をお願いします。
通知を廃止する科目：市県民税、固定資産税、国民健
康保険税、介護保険料
※軽自動車税を口座振替している方へは、従来どおり６
月に「納税証明書（車検用）」を送付します。
問

11

こども課子育て支援係 ☎23-1006
社会福祉課福祉係 ☎23-1005

「口座振替納付済通知書」廃止のご案内

税務課納税係

☎23-1008

理工系・薬学部生対象
奨学金返還助成制度
富山県企画調整室

０７６ ４･４４ ４･６０８
県内の登録企業に就職した
理工系学部生・大学院生、６
年制薬学部生を対象に奨学金
返還助成（最大全額）を行い
ます。詳しくは県のＨＰをご
覧ください。
●対象者 平成 年３月卒業
見込みの県外の理工系学部
生・大学院生（建設、デザイ
ン等含む）、６年制薬学部生
日㈮

募 集

広報モニター募集
企画政策課広報広聴係

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
働きながら大工の技能・技
術を学びます。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（学科試験免除）が得
られます。
●訓練期間 ２年間・月５回
（毎週水曜日、第２土曜日）
※訓練経費は事業主負担
●申込期限 ３月 日㈮

うおづスポラ会員募集

スポラ事務局

（ありそドーム）
９･８００
（総合体育館）
１･２６３
●受付開始日
▼一般 、 シ ル バ ー （ 歳 以
上）…３月４日㈪～
▼未就 学 児 、 小 中 学 生
…４月７日㈰～
※初日 は あ り そ ド ー ム
でのみ申込を受付ま
す。それ以降は総合
体育館でもお申し込
みいただけます。

12
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特別児童扶養手当
こども課子育て支援係
（⑩番窓口） １･００６
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に対して
支給されます。
手続きの方法や所得制限な
ど、詳しくはお問い合わせく
ださい。
●手当額（月額）
▼１級（重度）…５１，７００円
▼２級（中度）…３４，４３０円
３月

22 23

魚津市民バス案内

●応募締切

３月１日から10月31日まで、上野方、坪野、中島
ルートの一部の便で、夏時間運行を開始します。
詳細は時刻表または市のＨＰをご覧ください。

年３月現在の金額

スポーツ安全保険

20


１･０１５
より良い広報紙づくりのた
め、アンケートに回答してい
ただきます。また、取材して
ほしい話題などもお聞かせく
ださい。
●募集人数 ５名程度
※地区 や 年 齢 、 性 別 の バ ラ ン
スを考慮します。
●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㈮

一部のルートで夏時間運行開始

22

15

３月21日㈭は祝日ですので、郊外ルート（上野
方、松倉、坪野、中島、天神、経田－道下、片貝）
は運休します。お出かけの際はご注意ください。

※平成

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

（公社）スポーツ安全協会

０７６ ４･２９ １･２３０
アマチュアのスポーツ団体
などを対象とした保険です。
活動中の事故などに対して補
償を受けられます。
加入区分や補償対象となる
事故の範囲、補償内容はパン
フレット（申込書）をご確認
ください。
●パンフレットの設置場所
ありそドーム、桃山運動公
園、魚津市総合体育館など

３月21日㈭は郊外ルート運休日

65

☎23-1380

問合せ：商工観光課交通政策係

都市計画課建築住宅係
23

23

12

32

15

23

20

 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 ３月１日㈮～
３月 日㈮

市民バスからのお知らせ

31
29

総務課行政行革係

魚津市行財政改革推進
委員の募集
県民カレッジ新川地区センター

県民カレッジ
前期・通年講座

民泊勉強会
―民泊ってなぁに？―

（新川みどり野高校内）
 ４･００１
県民カレッジ新川地区セン
ターでは、平成 年度前期・
通年講座の受講者を募集しま
す。講座内容、申込方法の詳
細は、市役所、図書館などに
置いてある「みどり野３月
号」をご覧ください。
●申込締切 ３月 日㈰
 ２･６１１
住宅を活用して、旅行者に
宿泊サービスを提供する「民
泊」について、正しく学べる
研修会です。
●日時 ３月 日㈯
午後 時半～ 時半
●会場 黒部市民会館
１０１会議室
●参加料 無料

うおづ深読み

第６弾
魚津駅前観光案内所

☎22-1105

（一社）富山湾・黒部峡谷・
越中にいかわ観光圏協議会
事務局（黒部市役所内）


１･０１９
市の行財政改革に関する計
画策定や取組にご意見をいた
だく市民委員を募集します。
活動の詳細や応募用紙は市の
ＨＰをご覧ください。
●募集人数 ２名
※応募多数の場合は選考有り
●対象 市内在住の満 歳以
上の方
●任期 ２年間

催 し 物
ミラたん
バースデーパーティー

☎22-1200

2


２･２４４
魚津八幡宮で起きた「魚津

※各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

●謝礼 ５千円／回
●申込締切 ３月 日㈮

インドアテニススクール
受講生募集
桃山運動公園

商工観光課観光係

魚津の朝市実行

ボランティアスタッフ募集中！

もく野菜市は５月中旬まで休業します。

20

０･０７７
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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

問合せ

会場

2

八幡騒動」と、その犠牲者を
追悼するために始まった「献
灯みこし祭り」について学び
ます。
●日時 ３月５日㈫
午後７時～
●会場 道下公民館
●講師 本元 義明 さん（魚
津歴史同好会副会長）
●参加料 無料

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。

「魚津あったか食堂」は子どもから
お年寄りまで、幅広い世代が気軽に温
かい食事を楽しみながら交流する場で
す。孤食の子どもや一人暮らしの高齢
者のサポートにも貢献します。
日時：３月９日㈯ 11:30～14:00
11:00より受付開始
会場：村木公民館（旧村木小）
料金：200円（高校生以下無料）
※申込不要
問合せ：魚津市社会福祉協議会
☎22-8388

開催日時

54

22

魚津あったか食堂
―
地場産品の販売情報
―
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22

31

24

23


１･０２５
●日時 ３月 日㈰
午前 時半～ 時半
●会場 埋没林博物館（ＫＩ
ＮＩＮＡＬ、木っずルーム）
●参加料 無料
バースデーカード募集！
Ａ４画用紙にイラストを描
いて、当日お持ちください！
３月末まで埋没林博物館で展
示します。
10

23

15

22

●日時 ３月６日㈬～８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
※１日単位の受講も可能
※ラケ ッ ト は 原 則 、 各 自 持 参
してください。
●申込方法 住所、氏名、生
年月日、希望クラスをご連絡
ください。
40

※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

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

学びの森寺子屋 音楽無料体験レッスン Part.３
30分無料のレッスンを受けられます。レッスンの見学も

（入館16:30）

☎24-4100

市内の中学生以下は入館無料

ＯＫ！歌や楽器演奏にチャレンジしてみませんか？

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。

日時： ①３月10日㈰

申込書は館内窓口のほか、水族館のHPからダウンロー

９:00～16:00（１コマ30分）

▲

ピアノ、サクソフォン、ヴォーカル、琴

ドできます。

ドラム、クラリネット、親子リトミック

企画展

▲

13:40から桜ホールで講師による演奏があります

②３月17日㈰

９:00～16:00（１コマ30分）

▲

フルート、オカリナ、クロマティック・ハーモニカ

カニ展

～カニカニクラブ～

変わった生態をもつカニに焦点をあてて、それぞれをク
ラブ活動になぞらえて展示します。
期間：３月20日㈬～６月２日㈰

※事前の申込みをおすすめします。

うおづの春を告げるホタルイカ

※空きがあれば、当日参加可能。

【おさかなショー】

※楽器はご用意できるものと、ご持参いただくものがあ

ホタルイカが登場して、腕発光の観察ができます。

ります。

期間：３月15日㈮～５月25日㈯（日曜・祝日除く）

学びの森寺子屋音楽教室発表会

【ホタルイカ発光実験】

【クラリネット】

飼育員がホタルイカについて解説し、実際に全身の発光

日時：３月３日㈰

もお見せします（１日５回）

14:00 ～

【オカリナ・フルート・ピアノ・サクソフォン】

期間：３月17日㈰～５月26日㈰

日時：３月17日㈰

（日曜・祝日限定）

10:00 ～

会場：ともに桜ホール

入場無料

３月４日㈪・11日㈪は冬季休館します。

トールペイント体験
ブリキや木製品などにアクリル絵の具を用いて絵を描く
トールペイント。今回は縦10㎝×横20㎝の木製ボードに
ペイントします。絵が苦手でも大丈夫、オリジナルのボ

ミラージュランド

ードを作りましょう。
日時：３月24日㈰

９:00～16:30

☎24-6999

10:00 ～（３時間程度）

定員：10名（申込順）

16日㈯オープン！

料金：500円
講師：猟沢奈穂美

遊具乗り放題や
よさこい踊りを披露

持ち物：鉛筆、消しゴム、雑巾（いらないタオル）

お待たせしました。

※汚れても良い服装かエプロンの持参をお願いします。

春になり、いよいよ営

※描きたい図案を考えてきてください。（フリーハンド

業を再開します。

でＯＫです。用意された図案から選ぶこともできます）

詳しくは２ページをご

（火曜休館）

☎23-9800

ランニングコースが使用できない日（２月13日現在）
3/9㈯
10㈰

17:30まで
18:00まで

16㈯
17㈰

17:30まで
17:30まで

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

―

覧ください。

ミラージュランド
休園期間…３月15日㈮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

2019-3
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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
３/17㈰
10:30～

休 館 日

22-0462

３月４日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪、28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 『絵本作家のブルース』（長谷川義史）、『プロ野球語辞典』（著：長谷川晶一 絵：佐野文二郎）
『名もなき星の哀歌』（結城真一郎）、『逃げろ、手志朗』（吉森大祐）、『ゆげゆげ～』（さいとうしのぶ）

放送大学オープンセミナー（無料）

図書館シネマ倶楽部

「かゆみ」はだれもが経験したことのある不快な異常感覚

震災後の福島を舞台に4人の中学生たちのひと夏の経験と

です。ストレスだけでなく不眠にもなり、さらなる悪影響

成長を描く。

をもたらします。そのかゆみ対策について、解説します。

日時：３月17日㈰

日時：３月10日㈰

作品：「ハルをさがして」（2015年

13:30～15:00

演題：｢かゆみ(痒み)｣のいろいろ
あんどうつぐのぶ

講師：安東嗣修

監督：尾関

氏（富山大学薬学部准教授）

14:00～
本編93分）

玄

出演：佐藤菜月、小柴大河、洞口依子、小沢仁志

ほか

申込・問合せ：放送大学富山学習センター
☎0766-56-9230

メール

八木先生の文学教室

toyama.sc@ouj.ac.jp

講師の八木先生と話しながら、小説を読み解く力を高め

ふるさと歴史講座Ｂ

て、文学作品を楽しく鑑賞します。

煮付けやバイ飯でもお馴染みのバイ貝

期間：初回４月24日

について、生態や食文化を紹介します。
日時：３月16日㈯

14:00～15:30

以降、１年間（第１・３水曜）全23回
や

13:30～

ぎ みつあき

講師：八木光昭

先生（元洗足学園魚津短期大学教授）

演題：「魚津のバイ貝について」

受講料：1,000円／月（テキスト代含）

講師：高山茂樹

募集人数：20名（申込順）

氏

開館時間

魚津埋没林博物館

休 館 日

有料エリア９:00～17:00（入館16:30）
カフェ（木曜定休）10:00～17:00 ☎22-1049

写真展「魚津ナチュラルギャラリー19」
きれい、ふしぎ、おもしろい！学芸員がカメラのレンズを

３月７日㈭、14日㈭
以後11月末まで無休

23日は「百年の蔵」上映会！

通して、魚津の多彩な自然を紹介！

米騒動百年ドキュメンタリー映画「百年の蔵」を上映しま

期間：４月30日㈫まで

す。まだご覧になっていない方はお見逃しなく！

会場：企画展示室（要入館料）

日時：３月23日㈯

17:15～

会場：ハイビジョンホール
料金：1,000円

ふれあい学習会
【シーグラスでフォトフレームをつくろう】
きれいなシーグラスを使ってフォトフレームなどを作り、
海洋ごみについて考えよう。
日時：３月17日㈰

制作委員会

☎22-1650

10:00～12:00

【パラパラ漫画で蜃気楼を作ろう】
回転させると蜃気楼の絵が動いて見える“ゾートロープ”

無料エリアの開館時間を拡大
無料エリア開館時間

を作ろう！
10:00～12:00

いずれも
対象：小学生～一般

９:00～17:00（入館16:30）

⇒

日時：３月24日㈰

15

（高校生以下無料）
問合せ：映画『百年の蔵』

定員：20名（申込順）

３月16日㈯から、９:00～19:00（ 入館18:30 ）

参加費：300円

海の駅蜃気楼側と魚津港側の出入口も開放します。
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健康づくりイベント 第６弾
日時 ３/８㈮ 11:30～13:00（受付11:00～）

一般医

参加費 300円
普段使っているごはん茶碗

会場·申込·問合せ

3/3㈰

扇谷医院
友道
☎24-1355

3/10㈰

鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820

3/17㈰

平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888

3/21(木·祝)

ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120

健康センター（申込締切３/５㈫まで）

※12月に参加された方はご遠慮ください。

こころの健康づくり講演会
大人になって初めて自分が発達障害とわかる場合もあります。
演題

「おとなの発達障害」

講師

魚津神経サナトリウム副院長 髙橋哲也 氏

日時

３/15㈮ 14:00～15:30

会場

新川文化ホール

参加費

無料

主催

魚津地域精神保健福祉推進協議会

問合せ

新川厚生センター魚津支所 ☎24-0359

3/24㈰

小ホール

◆年々検査数値が悪くなってきた

船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912

4/7㈰

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825

歯科ミントクリニック
滑川市柳原☎076-471-5533

など

3/17㈰

やご歯科医院
滑川市清水町☎076-475-6910

月

火

金

９:00～11:00

○

○

－

3/21(木·祝)

医療法人社団網谷歯科医院
滑川市魚躬☎076-475-8400

13:00～16:00

○

－

○

（相談時間は30分から１時間程度です）

3/24㈰

荒川歯科クリニック
滑川市常盤町☎076-475-8600

3/31㈰

歯科医院
滑川市中川原☎076-476-6811

4/7㈰

河村歯科医院
黒部市三日市☎54-0210

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。

魚津市急患センター

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26～30年度）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）

（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）
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

2019-3
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

3/10㈰

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

やすだ歯科
滑川市上小泉☎076-476-6480

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

3/3㈰

◆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

会場·申込·問合せ

北鬼江 ☎22-8800

3/31㈰

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。

日時

桝﨑クリニック

歯科医

健康相談会（予約制）

◆検査数値を改善したい

み ん な の 保 健 室

「健康センター食堂」健康ランチ（当日限定30食）

持ち物

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

子育

母 子 保 健

―育児のお役立ち情報―

て

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 3/20㈬ ９:30～11:00

教

妊婦さん向けのヨガ体験、管理栄養士のお話など。

申込·問合せ

親子ほっとステーションあいあい

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）
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
３月

つばめ

ひばり

すずめ

４日㈪

指遊び

新聞遊び

運動遊び

11日㈪

健康相談会（講師:保健師）

運動遊び

プチシアター

18日㈪

サーキット

タオル遊び

風船遊び

25日㈪

つくって遊ぼう

ねんど遊び

おさんぽ

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。

児童センター 
17
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５歳

２歳
ひまり

陽葵ちゃん

かもめ

23-1777

２歳６か月になる児
3/8㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日程

２歳または３歳になる児
3/14㈭ 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）

お子様の予防接種はお済ですか

のぐち

かんたろう

野口

○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。

おそろいがイイんです

のぐち

対象
日程

●フッ素塗布

＜接種期限が平成31年３月31日までのワクチン＞

◆未就園児をお持ちの方へ

野口

１歳６か月児健診で申込まれた方

☎24-3999

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

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。

●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 3/1㈮
受付時間 10:00～10:25

科

健康センター

●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 3/22㈮
受付時間 10:00～10:25

歯

会場

3/20㈬
13:00～13:30

室

3/6㈬ 13:30～15:45 （受付 13:15～13:30）

3/12㈫、4/16㈫
13:00～13:30

※事前に案内を送ります

安産マタニティヨガでりらっくす
日時

※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

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。

妊娠中期から後期の妊婦さんで、経過が順調な方

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 3/7㈭、4/10㈬
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８月生まれの児

●３歳児健診
対 象 平成27年９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
吉島132（☎23-2225）

対象

母子健康手帳
健康センター

敢太郎くん

つばめ

23-5133

◆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。
子どもの予防接種週間

ひばり

23-0500

３月１日㈮～７日㈭

すずめ

23-0522

Uozu News
１

ありそドームトレーニングルーム
31 利用者数90万人達成

１

―まちの出来事―

ミラたん健康ポイント2018
30 記念品贈呈式

平成10年７月に開館したありそドームのトレー

８月から12月までの期間中に、健康づくり活動

ニングルーム利用者が90万人に達し、記念すべき

をして「ミラたん健康ポイント」を集め、応募さ

節目の利用者となった後藤芳子さんに、魚津市体

れた方は802名（のべ1,629通）でした。抽選の結果

育協会から記念品が贈呈されました。

255名が当選し、その中から代表３名の方へ記念品

後藤さんは２年ほど前から、週に一回「めざま

を手渡しました。尾山悦子さんは「週二回、公民

しストレッチ」に参加し、今では歩いても息が上

館まで歩いて健康体操に参加していたら、すぐに

がらなくなったそうです。「90万人目と聞いて、

ポイントがたまった」と振り返りました。なお、

びっくり。今後も通い続けて、健康維持にがんば

この事業は市内37事業所から、多くの協賛をいた

りたい」と目標を話されました。

だき実施しております。

２

手作りの茶碗でお点前披露
８ 大町幼稚園 卒園記念お茶会

大町幼稚園恒例の「卒園記念お茶会」が開か
れ、年長すみれ組の11人が感謝の気持ちを込め
て、お父さん・お母さんをもてなしました。

２

冬の魚津の一大イベント
３ 魚津かにの陣 今年も盛大に開催！

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。
今回で13回目となるこのイベントは、市内のカ

園児たちは「心を込めてお茶をたてます。どう

ニ卸問屋が集まり、新鮮な紅ズワイガニの即売を

ぞごゆっくりお召しあがりください」とあいさつ

はじめ、「甲羅焼き」や炊き立ての「カニごは

したあと、親子陶芸教室で作ったお茶碗でお茶を

ん」が味わえる冬の魚津の一大イベントです。

たてました。緊張した表情でしたが、「結構なお

会場は朝早くから長い行列ができ、さっそくカ

点前で」とお褒めの言葉をもらい、ニッコリ笑顔

ニを頬張る人や、「かに鍋」で体を温める人で賑

を見せました。

わいました。

2019-3
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地域のイベント情報をお寄せください

２

→

23-1015

４月開校にむけて
12 星の杜小学校合同校歌練習会

23-1076

FAX

２

info@city.uozu.lg.jp

ちいさな棋士たちの熱戦
11 ミラたん杯こども棋王戦

４月の開校にむけ、住吉・上中島・松倉の各学

「第44期棋王戦５番勝負第２局」の魚津市開催

校で校歌の練習を行ってきた児童が、初めての合

を記念して、「ミラたん杯こども棋王戦」が新川

同練習会を行いました。会場となった住吉小学校

文化ホールで行われ、市内外の小中学生123人が

には、１～５年生の232人が集まり、校歌の作詞

熱戦を繰り広げました。激励に訪れた渡辺棋王は

者・𠮷田朋美さんと、作曲者・高原兄さんにも参

「普段の練習の成果を発揮して、マナーを守って

加いただきました。

指してください」、広瀬竜王は「強い人に負けて

練習後、児童代表からお二人へ「みんなで合わ

も、その人を目標にして努力してください」とそ

せると、とてもキレイでした。大切に歌っていき

れぞれアドバイスしました。将来この中から、棋

たいです」とお礼のことばを送りました。

王戦に挑戦する棋士が誕生するかも？

編集後記
暖かい日が続いたかと思うと、次の日には雪が
積もったりと気温の変化に体が慣れない方、ま
た、インフルエンザの大流行で苦労された方も多
いのではないでしょうか？

ゆうき

富山湾でリュウグウノツカイが捕獲されたり、
市役所周辺にサルが出没したりと、珍しいお客が

結城

ときさん

（87歳・大町地区）

訪れた２月でした。３月になってホタルイカや蜃

「３月までは家事をし

気楼のシーズンとなり、春が訪れます。今年もAラ

て主婦をしとるけど、４

ンクの蜃気楼が出現してほしいと願っています。

月になったらパークゴル

受験生のみなさんには、サクラ咲く春が訪れます

フ！」そう話される結城

よう、お祈りします。（山）

さんは、毎シーズン必ず
優勝するほどの腕前をお
持ちです。きっかけを伺うと、他の趣味の「ちぎ
り絵」は長時間座ったままなので、足腰のために

市の人口

と思って、15年前に始められたそうです。

住民基本台帳調べ（外国人含む）

「何年やっても、むずかしい。上手になっとる

（平成31年１月末現在） 前月比 前年比

男

20,466人

－17

－73

女

21,630人

－19

－161

計

42,096人

－36

－234

＋６

＋137

世帯数 16,944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

かと思うけど、４月になったらまた１年生やち
ゃ。春が待ち遠しい、友だちの顔も見れるし」と
嬉しそうにゴルフのクラブを見せてくれました。
これからも、ますますお元気で。

こ う や

私の将来の夢は、ディズニーラ

手になることです。プロ野球の試

ンドで働くことです。家族でディ

合を見て「かっこいい」と思った

ズニーランドに行くと、働いてい

ことがこの夢をもったきっかけで

るキャストのみなさんの笑顔がと

す。ぼくは２年生の頃から野球ス

てもすてきで、いつも楽しい時間

ポーツ少年団に入っています。ヒットを打つことが

を過ごすことができています。このようなキャストの

ぼくにとっての野球の楽しさなので、今のうちから

みなさんの姿を見て、「ディズニーランドで働きた

基礎をしっかりと練習して、たくさんヒットを打て

い」と思うようになりました。大好きなキャラクター

る選手になりたいです。毎日練習をして夢を実現さ

や乗り物に囲まれながら、たくさんの人を笑顔にして

せて活躍し、いろんな人に夢を与えたいです。

あげられるようなキャストさんになりたいです。

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/

ぼくの将来の夢は、プロ野球選
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魚津市地域おこし協力隊
い け だ

さん
さん

昨年５月から「魚津市地域おこし協力
隊」として、移住定住につながる情報発信
やイベントなどに取り組んでいるお二人
に、今年度を振り返っていただきました。
池田隊員は「自分で企画して自画自賛で
すが、『ミラたんパーティー』は良かっ
た。初めてミラたんを見たとき、可愛い
と思いました。奇抜なデザインに頭が蜃気
楼って（笑）。そこで、ミラたんを通じて
魚津の魅力を発信できればと思い、パーテ
ィーを開催したところ、全国からたくさん
のファンに魚津へ来ていただきました」と
奮闘ぶりを話しました。河野隊員は「ココ
ママ（フリーランスの母親で作る団体）で
チラシなどのデザインを担当していて、頑
張っている人たちの一員として仕事をして
いると、自分ももっと頑張れます。今は４
月に開催する『温泉マルシェ』に向けて、
出店内容を企画中です」と更なるやる気を
感じさせてくれました。
魚津での生活について感想を聞くと「
年ぶりに富山に戻って、全てが新鮮でし
た。山とか落ち葉とか、四季が身近に感じ
られてやっぱりいいなと思いました」と河
野隊員。長崎県出身の池田隊員は「腰のあ
たりまで雪があると思っていましたが、今
年は雪が少ないようで…雪かきしてみたい
です」と笑います。
これからの仕事について伺うと、池田隊
員は「みんな海を推しているけど、山もＰ
Ｒしていけばいいと思う。ミラたんの山バ
ージョンとか。頭がアルプスで…」と何や
ら画策している様子でした。
３月から新しい隊員も加わります。さら
にパワーアップした協力隊の活躍がますま
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
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池田
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2019

河野

３ 月号

地域おこし協力隊のHP「www.ikuroetimes.com」も日々更新中！

上中島小学校

