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開校の時を静かに待つ「星の杜小学校」。見上げれば満天の星空が

広がっています。住吉小・上中島小・松倉小の子どもたちの願いが、

星となって繋がっているかのようです。

つなげよう
星の杜へ

学
校は、子どもたちの大切な
学びの場であるとともに、
その地域の伝統や文化活動の中
心となる場所です。親から子
へ、子から孫へと歴史を受け継
ぐ象徴ともいえます。
三月をもって、住吉小、上中
島小、松倉小の三校は長い歴史
に幕を下ろし、四月からは統合
校である星の杜小学校として新
たなスタートを切ります。
全国の小中学校では初となる
木造三階建て校舎とともに、新
たな歴史を築いていく児童、学
校を温かく見守りください。

星の杜小学校
開校式典
■日時 ４月４日㈭
午前９時～
■会場 星の杜小学校
体育館（旧住吉小）
■問合せ 魚津市教育
委員会 教育総務課
（第一分庁舎）
☎ ・１０４３
23

友情の輪

▲

ワークショップで、星の杜小学校の木造建築につ

授業の最初にゲームをしました。緊張していまし

いて学び、木でキーホルダーを作りました。お互

たが、しだいに違う学校の友だちとの距離も縮ま

いに協力し合って、上手にできました。

りました。
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広げよう

校合同児童交流会

▲

統合後も、児童の交友関係がスムーズに広がる
よう、交流会を開催しました。
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住吉小学校教育振興会

澤田

卓

会長

さん

今年度教育振興会の会長を務めるな
か、地域の方々にも本当に良くしてい
ただきました。健全な青少年の育成に
地域の関わりはとても重要です。多く
の住吉っ子たちがこの学び舎を巣立っ
て行きましたが地域の方々に温かく見守られ、接するなかで
郷土を愛する心も育まれていったと思います。
そら

「剣、立山、姿そは、、、」いつの間にか自分も校歌を諳
んじることが出来るようになりました。もうこの校歌が校舎
に響きわたることはないかもしれません。しかし、住吉っ子
たちを育ててくれた風土はいつまでも変わることなく受け継
がれていくことでしょう。
ありがとう

われらの住吉校。

上中島小学校教育振興会

金坂

雅人

会長

「歴史に幕」

さん

私は昭和58年に上中島小学校に入学しま
した。在学中に校舎とプールが完成し、現
在の姿になりました。あれから30年、校内
の桜や樹木も大きくなり、毎年きれいに花
を咲かせてくれています。
平成の時代も終わりの年となり、上中島小学校は閉校を迎え
ることとなりました。小学校では、子供たちの元気な声が聞こ
えなくなると思うと卒業生として、とてもさみしく思います。
小規模校ならではの、地域とのつながりはとても強く、世代
交流米作り、戦国のろし祭り、文化祭、地区運動会などは、参
加した子供たちにとって、机上では学べない素晴らしい体験に
なったことと思います。
星の杜小学校へ通学する子供たちは、これまで三校交流活動
などもあったので、うまく馴染んで新生活を送ってくれること
でしょう。地域の皆様、これからも温かく子供たちの見守りよ
ろしくお願いします。

住吉小・上中島小・松倉小
それぞれの思い出を胸に…
松倉小学校育成会

石橋

建一

会長
さん

145年余りの長い歴史と、充分過ぎるほ
どの緑あふれる山あいの小規模小学校と
しての伝統ある松倉小学校が閉校となり
ました。自分も卒業した地元の小学校が
無くなってしまうことに、何とも言えない寂しさを感じます。
小規模校であるが故なのか、上級生が下級生を思いやる優し
さや、同級生と共に目標に向かって取り組む協調性、自分が頑
張るんだという自立心が松倉っ子の良さだと思います。
今年度から開校される星の杜小学校に通われる児童の皆さん
には、地域に支えられ、育まれてきた３校の歴史と伝統を、ぜ
ひ継承して頂きたいと思います。最後に星の杜小学校関係者の
皆様へと松倉小学校校歌の一節をお送りいたします。
「明るい学び舎 心を合わせ みんなで仲よく 共に励まん」
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新年度予算の公表
問

財政課財政係

☎23-1018

予算とは、１年間の「歳入（収入）」と「歳出（支出）」の計画を示したものです。市民の皆さまからの税金、国
や県から交付されるお金、公共施設の使用料などが「歳入」、医療や社会福祉、除排雪、道路や公園の整備にかかる
費用などが「歳出」です。予算のポイントや、使い道（事業）の一部を解説します。

１．魚津市は３つのお財布（会計）でお金を管理しています

一般会計

特別会計

公営企業会計

福祉や教育など市の基本的な
事業にかかる会計

国民健康保険や介護保険など
一般会計と区別される会計

下水道や水道など、料金収入
で運営している事業会計

169億8400万円

当初予算：

当初予算：

105億円

52億2200万円

当初予算：

（前年度比 －6.2％）

（前年度比 －24％）

（前年度比 ＋460.2％）

※統合小学校新築事業終了に伴
う減額。

※下水道事業、農業集落排水事
業、簡易水道事業の公営企業会
計移行に伴う減額。

※特別会計から一部の会計が移
行されたことに伴う増額。

２．新年度から一部の事業が統合・会計移行されます
■下水道事業
（特別会計）
■農業集落排水事業

■水道事業

下水道事業
（公営企業会計）

（特別会計）

（公営企業会計）
■簡易水道事業

水道事業
（公営企業会計）

（特別会計）

【歳出】

■依 存財源：国や県から交付される財源や市債（借
金）など
■市税：市民税や固定資産税、軽自動車税など、魚津
市へ納められる税金
■国庫支出金・県支出金：国や県から交付され、用途
が決められているお金
■地方交付税：市の財政力に応じて国から交付される
お金
■市債：銀行などからの借り入れ（借金）
■繰入金：各種基金（市の貯金）を切り崩して使うお
金など

■人件費：市職員への給料や議員報酬など
■繰出金：一般会計から特別会計へ繰り出されるお金
■補助費：各種団体への補助金など
■扶助費：児童手当や生活保護費など、福祉サービス
の提供にかかる費用
■普通建設事業費：公共施設の建設にかかる費用
■公債費：市債の返済にあてる費用
■貸付金：奨学金など
■維持補修費：公共施設の維持管理に使う費用
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 予算用語辞典

【歳入】

４

３．一般会計歳入・歳出の内訳とポイント
■■■■…自主財源

歳入のポイント
歳入のうち、市の自主的な収入である自主財源は
約５割で、残り５割が国や県から交付される財源な
どを示す依存財源です。
前年度と比較すると、自主財源は３％減（△２億
5800万円）、依存財源は９％減（△８億6800万円）
となりました。
自主財源の主な減額要因は、事務事業見直しによ
る財源補填基金からの繰入金の減少などが挙げられ
ます。依存財源の主な減額要因は、統合小学校新築
事業終了に伴う国庫支出金や地方債の減少が挙げら
れます。

一般会計

歳入
169億8400万円

歳出のポイント
前年度と比較すると、普通建設事業が54.5％減、
人件費が1.4％増、扶助費が4.3％増、公債費が0.6％
減を見込んでいます。普通建設事業の大幅減額が見
込まれる要因は、統合小学校新築事業が終了になっ
たことなどが挙げられます。
人件費、扶助費、公債費は毎年の支出が義務づけ
られており、削減が難しいという特徴があります。
これら3つの費用の増加は財政の硬直化を招き、新
たな行政サービスの提供が困難になるため、注意が
必要です。

歳出
169億8400万円

基本給（市税）
諸手当（地方交付税）
親からの仕送り（国庫支出金等）
パート収入（諸収入等）

借金

住宅ローン（公共事業などのための市債）
その他（臨時財政対策費）

合計
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支出
子どもへの仕送り（繰出金・補助費等）

収入
給料

 家計簿で考えると

Q.魚津市が年収500万円の家庭であったなら

貯金からの引き出し（繰入金）

5
3

一般会計

193万円
89万円
137万円
37万円
13万円
18万円
13万円
500万円

医療費（扶助費）
光熱水費・日用品費（物件費）
食費（人件費）
ローン返済（公債費）
家の増改築費（普通建設事業費）
知人への貸し付けなど（貸付金等）
家具などの修理代（維持補修費等）
合計

136万円
93万円
88万円
77万円
45万円
34万円
21万円
６万円
500万円

８ 本の柱
新年度予算

新年度一般会計予算は、５つの特定政
策分野（教育環境充実・子育て支援・観
光振興・産業振興・魅力的なまちづく
り）に、人口減少対策や高齢社会対策、
東京オリンピック・パラリンピック対応
を加えた８本の柱を軸に編成しました。
魚津市が掲げる「心躍る 潤いの舞
台 魚津 笑顔で絆つなぐまち」の理念
のもと、限られた予算の中で施策の効果
を十分発揮するには市民の皆様からのご
理解とご協力が必要です。ともにこれか
らの魚津を創り歩みましょう。

教育環境充実
東京オリンピック・
パラリンピック対応

子育て支援

心躍る 潤いの舞台

魚津

高齢社会対策

観光振興

笑顔で絆つなぐまち

産業振興

人口減少対策
魅力的な
まちづくり

教育環境充実

子育て支援

未来を担う子どもたちを地域で育てる

子どもを安心して育てられる

■特別支援教育コーディネーター配置：276万円
→幼・保・小中・高及び関係機関との連携を支援
するコーディネーターを配置し、早期かつ切れ目
のない支援体制の充実を図る。

■住吉保育園民設民営化：２億880万円
→上口保育園（私立）と住吉保育園（公立）を統
合し、教育と保育を一体的に提供できる認定こど
も園へ建て替える。建設場所は現在の住吉保育園
で、来年４月の開園を目指す。

■地場産業体験学習：59万円
→市内の小学生を対象に、魚津ならではの農業や
漁業体験学習を実施。（例 カノコユリ栽培）
■富山湾の魅力発見 ～リュウグウノツカイ事業～
：267万円 [水族館事業特別会計]
→タチウオのような銀色の細長い体と赤いヒレが
特徴の深海魚。平成30年度は富山湾で過去最多数
が捕獲され、魚津水族館でも展示された。これを
機に富山湾の深海性魚介類について、富山県水産
研究所と連携した調査研究を行う。また、イベン
トやシンポジウムの開催も予定。

■魚津市子ども・子育て支援事業計画策定：388万円
→子どもの健やかな成長を促す環境整備や、子ど
もと家庭を地域全体で支えていく取組を推進する
ため、「第２期子ども・子育て支援事業計画」を
策定。アンケート結果を参考にしながら、現状の
課題を分析・整理し、ニーズを把握する。

全長約4.3m
採取場所：滑川市吉浦海岸（2019.1.19）
写真提供：魚津水族館

2019-４
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観光振興

産業振興

魅力ある地域資源を全国や海外に発信

ものづくりを中心とした製造業・
サービス産業の発展

■世界で最も美しい湾クラブ関連事業：159万円
→同クラブの総会が今年富山県で開催されること
に伴い、多数の外国人が埋没林博物館を訪れる予
定。これに合わせ、館内で上映している蜃気楼や
洞杉の映像に英語字幕を追加。さらに外国語のパ
ンフレットを作成するなど、外国語対応を充実。
■埋没林博物館魅力アップ事業（館内３Ｄアートミ
ュージアム）：108万円
→目の錯覚を利用した３Dアートを館内に仕掛
け、入館者によるSNSを通じた魅力発信を図る。

魅力的なまちづくり

■新分野産業育成事業（つくるUOZUプロジェク
ト）：940万円
→ 高岡市などと連携し、ｅスポーツの大会を開
催。また、首都圏の情報サービス関連企業に広報
活動を行い、事業所誘致につなげる。
■企業適地調査事業：500万円
→市外からの企業誘致及び市内企業の移転先の確
保に向けて、企業立地に適する土地か調査。
■サテライトオフィス設置促進事業：220万円
→市内にサテライトオフィスを新設する県外企業
を助成し、UIJターンの推進と雇用創出を図る。

快適に安心して暮らせる
■定住促進事業：4939万円
→国の移住支援事業に合わせ、市独自の移住者に
対する助成を行う。より広い範囲で市への移住を
促し、人口減少対策につなげる。
■地方公共団体と連携したCO2排出削減促進事業
：387万円
→地球温暖化防止を推進する国民運動「COOL
CHOICE（賢い選択）」の普及啓発のため、イベ
ント出展やテレビ番組を制作。

人口減少対策
移住・定住の情報発信とサポート
■うおづすりこみプログラム：209万円
→将来魚津に住んでもらうきっかけを作るため、
小学生から社会人まで年代別に、魚津を感じられ
る様々なプログラムを実施。
■ふるさとワーキングホリデー：34万円
→都市部の若者などに、魚津での就職や暮らしを
一定期間体験してもらい、移住につなげる。
■25歳の成人式：30万円
→就職や結婚・出産の意識が高まる年代として、
25歳を対象にイベントを開催し、Uターンや定住
につなげる。
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高齢社会対策
健康寿命 No.１へ
■健康うおづプラス１：77万円
→「魚津の野菜を食べよう大作戦」として、レシ
ピカードを作成。さらに、健康づくりのためのウ
ォーキングイベントなどを開催。

東京オリンピック・パラリンピック対応
人にやさしいまちづくり
■ありそドームトレーニングマシン等整備：2100万円
→老朽化が進むトレーニングマシンを更新し、東
京オリ・パラの事前合宿の誘致を図る。
■田園サイクリングコース整備：1200万円
→富山湾岸コースと田園コースを接続し、中山間
地域から富山湾の眺望を楽しめるように整備。

連休中の施設休館・ごみ収集等（変更される場合がありますので、各HPなどをご確認ください）
４月
施設・業務

５月

27日

28日

29日

30日

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

休※１

魚津市役所（出先等含む）
保育園、認定こども園
児童センター

○※２

休

○

水族館、埋没林博物館

○

図書館（住民票・印鑑証明の交付）

○

○

ミラージュランド

○

○

○

○

○

○

○

新川文化ホール

○

○

新川学びの森天神山交流館

○

市民バス（市街地巡回ルート）

○

市民バス（郊外ルート）

○

ありそドーム、総合体育館
桃山運動公園、室内温水プール

○

○

休

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

休

○

○

○

○

○

○

休

○

○

○

○

○

○

○

○

休

○

○

○

休

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

休

休

17:00
閉館
○

○
○

休

○

休

○

各地区ごみ収集カレンダーのとおり
○

し尿くみ取り

○

○

休

※１：出生、婚姻、死亡などの届出は宿直室で受付
※３：つばめ児童センターのみ開館

○

休※３
○

ゴミ収集（可燃・不燃・資源物）
常設資源物ステーション

○

休

○

図書館、歴史民俗博物館

○

○

○

○

○※４

○※４

○※４

休

※２：公立保育園は道下保育園のみ開園（土曜拠点保育）

※４：混雑が予想されるため、申込みは魚津清掃公社（☎22-3331）までお早めに

連休中のお子さんの一時預かりには

若年移住者賃貸住宅助成金

魚津市ファミリーサポートセンター

「家賃助成」廃止のご案内

魚津市ファミリーサポートセンターは、子ども
を「預かってほしい方」と「預かってくれる方」
を結びつける会員制のサービスです。
連休中にお子さんの一時預かりを希望する場合
は、連休前に会員登録が必要です。詳しくはお問
い合わせください。
開所日：月曜日～日曜日（祝日含む）
７:00～19:00（原則）
所在地：新金屋２-13-26
利 用料金：曜日、時間帯、利用時間などに応じ
て算出します
問合せ：魚津市社会福祉協議会 ☎22-8388

平成31年３月31日を以て本制度を廃止します。
ただし、以下に該当する方は助成対象になります
ので、入居から３ヶ月以内に「入居者状況届出
書」を提出してください。
なお、すでに助成を受けている方は、期間満了
まで引き続き助成を受けられます。
助 成対象：平成31年３月31日までに魚津市へ転
入し、市内の賃貸住宅に入居した40歳未満の労
働者（ただし入居から３ヶ月以内であること）
問合せ：地域協働課定住応援室 ☎23-1095

詳しくはコチラ！



「入居費用助成」は４月１日以降も実施

！ します。助成率や上限額など、詳しくは
市のHPをご覧ください。
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用途地域の変更（大光寺地区）
用途地域とは機能的な都市環境づくりのために、建築できる建物の種類、用途を定めた地域のことです。
今回、大光寺地区の一部について、用途地域の変更を予定しています。変更案について、広く皆様からの意
見を反映させるため、次のとおりご案内します。

変更予定箇所（約0.8ha）

▼変更案の閲覧
期間：４月17日㈬～５月８日㈬の開庁日
場所：市役所３階 都市計画課計画公園係

至黒部

角

▼公述の申込み

川
魚津清掃公社

公聴会で公述（発言）したい方は、都市計画課にあ
る「公述申出書」を変更案の閲覧期間中に提出してく
ださい。なお、申込多数または内容が不適当であると
認められる場合は、公述時間の制限や公述をお断りす
ることがありますのでご了承ください。

住吉北

アピタ魚津店

至滑川

▼公聴会
日時：５月14日㈫ 19:00～
場所：市役所３階 大会議室
※公述の申込みがない場合は開催しません。開催の有
無は５月９日㈭以降に市のHPでお知らせします。

変更前

変更後

第一種中高層住居
専用地域
容積率：200％
建ぺい率：60％

準工業地域※
容積率：200％
建ぺい率：60％

問

※準工業地域には、大規模店舗・事務所の他に軽工場

都市計画課計画公園係

☎23-1030

や倉庫、サービス施設なども建てられます。

生活習慣病ドック費用の助成
４月11日㈭～４月19日㈮

申込期間：

助成対象者：次のすべてを満たす方
①魚津市国民健康保険に加入している方
②国民健康保険税を滞納していない世帯の方
③75歳未満の方（ドックの受検日現在）
定員：280名（定員超過の場合は抽選）
申込方法：保険証と印鑑を持参のうえ、市民課
医療保険係でお手続きください。
受検時期：６月から翌年３月末まで
実施機関：富山労災病院、浦田クリニック
問合せ：市民課医療保険係（③番窓口）
☎23-1011
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申込区分

自己負担額

対象者

一般

15,000円

初めてドック、節目ドック以外
の方（74歳以下）

節目ドック

7,500円

平成31年４月１日から平成32年
３月31日までの間に、節目の
年齢を迎える方（40・45・50・
55・60・65歳）

初めてドック

5,000円

初めて生活習慣病ドックを受け
る方（節目の年齢の方を含む）

※いずれの区分も内容は半日ドック相当の基本項目検査です。
※生活習慣病ドックを受けると特定健診は受けられません。
※後期高齢者医療保険の人間ドック助成とは異なります。

問

魚津消防署からのお知らせ
体験講座
「正しい119番のかけ方」
119番通報をする際、慌てがちになり、上手く内
容が伝わらない場合があります。正しい通報は、
消防・救急活動の迅速な対応につながります。通
信指令課では、要望があれば消防庁舎や地区公民
館などで体験講座を行います。お気軽にお問い合
わせください。
問合せ：消防本部通信指令課 ☎24-7977

魚津消防署庶務係

☎24-7980

第１回危険物取扱者試験
試験日：６月30日㈰ 会場：ありそドーム
試験種別：甲種、乙種、丙種
申込期間：４月17日㈬～26日㈮
申込み・問合せ：（一財）消防試験研究センター
富山県支部 ☎076-491-5565
【危険物取扱者試験準備講習会】
日時：５月23日㈭・24日㈮ ９:00～16:00
会場：富山県東部消防組合消防本部

普通救命講習会
日時：５月12日㈰ ９:00～12:00頃
会場：魚津消防署
講習内容：心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物
除去法、止血法
定員：20名 申込期限：５月10日㈮
申込み・問合せ：魚津消防署救急係 ☎24-7980

山火事防止にご協力を
山火事の原因の多くは、タバコなどの不始
末です。山火事により森林が失われると、元
どおりになるまで何十年もの年月がかかりま
す。私達一人ひとりが火の取扱いに注意し、
山火事を未然に防止しましょう。

―障がい者手帳をお持ちの方へ―

タクシー・ガソリン・バス券の支給
申込期間：

４月１日㈪～翌年３月31日㈫

申込方法：各種手帳又は特定疾患医療受給者証と印鑑を
持参のうえ、社会福祉課福祉係でお手続きください。
問合せ：社会福祉課福祉係（⑧番窓口）☎23-1005
対象者（在宅の方のみ）

支給内容

①

◆身体障害者手帳１・２級のうち、視覚、下肢、体幹、移動機能の
いずれかの障がいを有する方
◆療育手帳Ａをお持ちの方
◆精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちの方
◆特定疾患医療受給者証をお持ちで、重度患者認定を受けている方

次のいずれかを選択
・タクシーガソリン券 5,000円分
※10月以降申請の場合は2,500円分
・市民バス回数券（13枚綴り）×２枚
※10月以降申請の場合は１枚

②

◆身体障害者手帳１・２級のうち、上記①の対象とならない方
◆身体障害者手帳３級をお持ちの方
◆療育手帳Ｂをお持ちの方
◆精神障害者保健福祉手帳３級をお持ちの方

・市民バス回数券（13枚綴り）×１枚

2019-４
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生涯学習教室 受講生募集
市内在住・在勤の方であればどなたでも参加できま
す。お気軽にお申し込みください。
受講料：月額500円（別途材料費が必要な教室あり）
会場：新川学びの森天神山交流館
定員：各教室20名
※「初心者のためのお抹茶」「腸から健康 発酵食品
を使った料理教室」は定員15名です。
※申込みが少ない教室は開講しない場合があります。
申込期間：４月１日㈪～26日㈮
申込み・問合せ：生涯学習･スポーツ課 生涯学習･
文化係（第１分庁舎） 23-1045 FAX23-1052
※市のHPからもお申し込みいただけます。

■通年コース（５月から翌年２月までの10ヶ月間）※受講料は半期分を前納
教室
初心者のためのお抹茶

内容
茶道を通して日常のマナーや作法
などを楽しく学びます。
五感を使って、造ったり描いたり

脳活アート教室

楽しくアート。水彩絵の具や色鉛
筆を使います。

初心者のための
デジカメ教室

講師

材料費

泉 宗津

300円/回

鈴木 久美子
（臨床美術士）

―

シャッタースピードや絞りなどを
学び、ひと味違う写真を撮ってみ

長田 達明

―

ます。コンパクトカメラでもOK。

開催日時
第１・３㈪
19:00～20:30
第２・４㈪
10:00～12:00

第２・４㈪
19:00～21:00

初回
５月20日㈪

５月13日㈪

５月13日㈪

■半期コース（５月から９月までの５ヶ月間）※受講料は全額前納
教室
Deep Relax Yoga
（ディープ リラックス ヨガ）

内容

講師

材料費

五十嵐 健

―

笠間 香奈美

1,300円/回

心身を深くリラックスさせるヨガ
や、ストレスに強くなるヨガを学
びます。

腸から健康
ヨーグルトや酢、塩糀などの発酵
発酵食品を使った料理教室 食品を使った料理を学びます。

開催日時
第１・３㈬
19:00～20:30
第２・４㈫
10:00～13:00

初回
５月15日㈬

５月14日㈫

■短期コース（５月から７月までの３ヶ月間）※受講料は全額前納
教室
伝統的ヨーガ教室
基礎から楽しく日常英会話

内容
ポーズや呼吸法などを学び、心身
のコリを整えます。
簡単な日常英会話や海外旅行で役
立つ英会話を身につけます。

講師

材料費

天野 和美

―

齊藤 洋志

―

鈴木 久美子

各回で異なる

初心者でも楽しめる教室です。パ

素敵ビーズジュエリー教室 ールやターンステッチのネックレ
スやブレスレットを作ります。
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開催日時
第２・４㈮
19:00～20:15
第２・４㈯
13:30～15:00
第１・３㈯
10:00～12:00

初回
５月17日㈮

５月11日㈯

５月11日㈯

募

市民体験農園

ふれあいファーム

info

（４月１日より）

市役所窓口変更等のご案内
担当窓口変更

【市民バス関係業務】
新：環境安全課生活交通係（⑫番窓口）☎23-1380
旧：商工観光課交通政策係
新設
商工振興室（商工観光課内）
商工労働係（☎23-6195）
創業支援・企業立地係（☎23-1096）
苗の植付けから収穫までを体験できます。親子でお
気軽にお申し込みください。
対象・定員：小学生以下とその保護者20組（初参加
の方を優先し、全回参加できる方に限ります。）
場所：木下新地内の畑
内容（予定）：トウモロコシ、枝豆の栽培
※５月に植付け、６月に除草、７月に収穫、調理
参加費：500円／人（保険代等）
申込締切：４月25日㈭
申込み・問合せ：魚津地域担い手育成総合支援協議
会（農林水産課内） ☎23-1034

ニュース
ＮＥＷＳ

木のぬくもりを感じて

木製おもちゃを寄贈

▲楽しそうに遊ぶ子どもと、それを嬉しそうに眺める関係者

２月19日、新川地区産材で作られた木製のおもちゃ
が健康センターに寄贈されました。これは、子どもた
ちに木のぬくもりを感じてもらい、林業への関心を高
めてもらおうと、新川森林組合と農林中央金庫富山支
店が共同で行ったものです。
すべり台やままごとセットなど10点が寄贈され、健
康センターを訪れていた子どもたちが早速おもちゃで
楽しく遊びました。

農産振興係・農政係（農林水産課内）
これまでの農政振興係の業務を分割するものです。
農産振興係（☎23-1034）
農政係（☎23-1032）
係名の変更
・商工観光課：観光係→観光戦略係（☎23-1025）
・環境安全課：生活安全係→生活交通係（☎23-1048・
☎23-1380）
上記は変更内容の一部です。詳しくは市のHPをご覧
ください。

info

自主的・継続的な活動を支援

環境保全団体への助成

市民の自主的かつ継続的な活動を推進するため、環
境保全活動を実施する団体を助成します。要件の詳細
はお問い合わせください。
助成資格：次のすべてを満たす団体・法人
①市内に住所又は活動の本拠を有すること
②代表者及び所在地が明確であること
③会計経理が明確であること
④政治又は宗教活動を主たる目的としないこと
対象活動：自然環境の保全・再生・創造、生物多様
性の保全、環境の美化・緑化、省資源、省エネルギ
ー、 リデュース・リユース・リサイクル など
助成金額：１団体あたり10万円を上限
助成枠数：３団体
公募期間：４月１日㈪～６月24日㈪
選定時期：申請書の内容を審査し随時決定
※申 請書は環境安全課窓口のほか、市のHPから入手
できます。
申込み・問合せ：環境安全課環境政策係 ☎23-1004
魚津市環境保全基金を活用した助成です

2019-４
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皆さんそろって投票しましょう

info

富山県議会議員選挙

結婚したい方へ！

募

マリッジサポート会員

県政の未来を担う、
大切な一票。

投票日：４月７日㈰ ７:00～20:00
※投票所は入場券をご確認ください。
▼期日前投票▼
【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）
問合せ：魚津市選挙管理委員会 ☎23-1019

イベント

沿道から選手にエールを！

EVENT

富山湾岸サイクリング2019

▲昨年７月に開催したイベントには男女あわせて50人以上が参加

結婚へのきっかけづくりを応援するため、セミナー
やイベントの案内のほか、１対１での面会までをお手
伝いします。個人情報管理や事業実施は魚津市が行い
ますので安心してご参加ください。登録は無料です。
会員登録できる方：20歳以上の独身男女で、魚津市
にお住いの方、又は結婚後、魚津市に住む意思のあ
る方（できるだけ早く結婚したい方に限ります。）
会 員特典：魚津市主催の婚活イベントで参加費が
500円引きになります。
申込み・問合せ：地域協働課市民交流係 ☎23-1131

募

あなたの力がランナーの力に！

しんきろうマラソンボランティア
活動日時

４月27日㈯

４月28日㈰

４月14日㈰
スタート：ドリームスタジアムとやま（富山競輪場）
180km…６:30～

120km…６:45～

魚津市通過予想時刻

80km…８:00～

10:30～16:10

今年で第５回を迎える富山湾岸サイクリング。海の
駅蜃気楼が選手のエイドポイント（休憩場所）になり
ます。沿道からの声援をよろしくお願いします。
問合せ：富山湾岸サイクリング実行委員会事務局
☎070-2250-2946
13
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活動内容

募集数

13:00～17:00

選手受付

20名

７:00～11:00

選手受付

７:00～11:00

車いすの部の
補助

９:00～13:00

給水所の
運営補助

100名

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。
申込締切：４月17日㈬
※申込用紙はありそドームや総合体育館のほか、しん
きろうマラソンのホームページから入手できます。
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

く ら し

音訳広報・点訳広報を
お届けします
社会福祉課福祉係

（⑧番窓口）
１･００５
視覚障がいのある方に対し
て、音訳又は点訳した広報紙
をお届けしています。
送付を希望される方は社会
福祉課までご連絡ください。
音訳ＣＤ
▼広報 う お づ 、 う お づ 市 議 会
だより
点訳冊子
▼広報うおづ

国民年金保険料
産前産後期間免除制度

１･０１２

保険料が免除されます。
制度を利用する場合は、
月 日以降、魚津年金事務所
または市民課まで申請してく
ださい。
●対象者 平成 年４月１日
以降、国民年金第１号被保険
者かつ出産日が平成 年２月
１日以降の方

農業者の皆さまへ

4


１･０３３
春の農作業時期は、ホタル
イカ漁においても大切な季節
です。ホタルイカには濁った
水を避ける習性があるため、
農作業直後の濁った水を用水
に流さないようお願いいたし
ます。

農林水産課水産振興係

31

４月１日～５月 日は
春の農作業安全運動期間
農林水産課農産振興係

また、ヘルメットの装着や
機器の点検など、日頃から事
故を未然に防ぐことを意識し
て農作業を行ってください。
あなたの地域から農作業安全
を広めましょう。

片貝山ノ守キャンプ場
今シーズンの営業開始
片貝山ノ守キャンプ場

７･７５５
農林水産課業務林政係

１･０３６

片貝川の清流など大自然を
体感しながらキャンプやバー
ベキューが楽しめます。
●営業期間 ４月 日㈯（予
定）～ 月 日㈯（無休）
※降雪 状 況 に よ り 営 業 開 始 を
変更する場合があります。

商工観光課所管
各種助成制度の見直し
商工観光課商工労働係

富山県ナースセンター

☎076-433-5251

看護職就業支援相談

ハローワーク魚津

☎076-441-0432

10日㈬ 10時～16時

富山県社会保険労務士会

市役所３階第４会議室

総合労働相談

18日㈭ 13時半～16時

※労働者、事業主を問わず相談可能

☎22-5078

魚津地域建築組合

（平日は電話相談を受付）

※増改築や外壁・雨どい工事など

魚津年金事務所国民年金課

５･１５３
市民課市民係




６･１９５
広報うおづ３月号でご案内
した資格取得助成制度の廃止
をはじめ、各種助成制度を見
直しました。見直しの対象と
なった制度及びその内容は市
のＨＰをご確認ください。

16日㈫ 13時～16時

1

 １･０３４
春の農繁期は、農業機械の
誤操作や不注意などによる事
故が多く発生しています。ト
ラクターや田植え機、草刈り
機など農業機械を操作する際
は注意を払いましょう。

住宅相談

☎24-2255

魚津市社会福祉協議会

魚津市地域住宅相談所

11日㈭ 10時～11時半

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

☎050-3383-0030

12日㈮ 10時～15時半

☎23-1093

市役所１階福祉相談室

認知症相談（要予約）

法テラス魚津

「法テラスの日」記念法律相談（要予約）

魚津商工会議所ビル５階

11日㈭・18日㈭ 13時～16時

☎23-1003

行政相談

市民課市民係
市役所１階市民相談室

☎22-0461
５日㈮ 13時半～16時

予約・問合せ
会場

魚津市地域包括支援センター

16日㈫ 14時～16時

※ケアマネジャーの同伴可

30

富山地方法務局魚津支局

人権相談

32

23

20

23

日時
相談会

11

31

23

31

23

23

24

23

出産予定月または出産した
月の前月から か月間の国民
年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予
定月または出産した月の３か
月前から６か月間の国民年金
4

―４月の無料相談会日程―

14
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ご寄付ありがとうございました
▼社会福祉基金へ

（故）石崎 栄松
ファーストバンク親和会

本江新町

100,000円

釈迦堂

107,350円

（社会福祉協議会）22-8388

寄付者

住所

金額等

吉島保育園保護者の会

吉島

10,000円

上口保育園職員一同

上口

8,000円

ユニー㈱アピタ魚津店

住吉

生活用品多数

26

住所

吉島

代表取締役社主 澤田 辰勇

二丁目

匿名

金額等

1

100,000円

―

17

300,000円

▼魚津市へ
寄付者

住所

金額等

藤間流華松会（新年宴の会）

―

澤田グループ㈱ ノースランド

吉島

玩具ブロック

9,100円

代表取締役社主 澤田 辰勇

二丁目

（３セット）

青島保育園へ寄贈

魚津市農業協同組合

【し尿くみ取り手数料】
釈迦堂

災害対策用品
（冷風機等）

JA共済の「地域の暮らし貢献活動」の一環として

吉島511

☎22-6006

口座振替納入済通知書兼領収証書の廃止
経費削減・省資源化のため、６月（３・４月くみ取り
分）を以て送付を廃止します。以降の振替結果は通帳を
ご確認ください。ご理解とご協力をお願いします。
問

つむぎ倶楽部

22

「認知症」がテーマの
ドキュメンタリー映画

寄付者

ＮＰＯ法人つむぎ
 ・６００６

『ぼけますから、
よろしくお願いします。』
娘である「私」の視点で、
認知症の患者を抱えた家族の
内側を丹念に描いたドキュメ
ンタリー映画です。
●日時 ４月 日㈬
①午後１時半、②午後３時半
③午後６時半
●会場 新川文化ホール
小ホール
●料金
千円

▼魚津市安全安心まちづくり基金へ
澤田グループ㈱ ノースランド

23

「ストーマ装具」の支給

100,000円

二丁目

社会福祉課福祉係

3,000円

上村木

（故）川岸 勇

▼善意銀行へ

金額等

六郎丸

●必要なもの 印鑑、身分証
明書
※代理 人 や 法 人 が 閲 覧 す る 際
は、委任状または委任者の
印鑑が必要。

住所

沖田 崇寛

（⑧番窓口） １･００５
「ストーマ装具」の支給を
受けている方は、期限までに
上半期分の支給申請をお願い
します。
●申請期限 ４月 日㈮
●必要なもの 身体障害者手
帳、印鑑

寄付者

健康友の会

23

固定資産の縦覧・閲覧

固定資産税…第１期

税務課資産税係

５月７日㈫

（⑬番窓口） １･０６９
市役所税務課において「土
地・家屋価格等縦覧帳簿」の
縦覧と、「固定資産税課税台
帳（名寄帳）」の閲覧を行い
ます。期間中は現年度の固定
資産課税台帳の写しを無料で
交付します。
●期間 ４月１日㈪～５月７
日㈫の開庁日
●縦覧・閲覧できる人 魚津

期限：

市の固定資産税（土地・家
屋）の納税者、またはその代
理人

市税等納期限のご案内

認知症や介護に関する、情報交換や相談
の場です。初めての方もお気軽にご利用く
ださい。

☎23-1004

環境安全課環境政策係（⑫番窓口）

こども・妊産婦・ひとり親等

医療費助成受給者の皆様へ

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
日時：４月４日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円
介護家族の集い

４月から福祉医療費請求書の提出が不要になります。
受診される際は、新しい資格証と保険証を提示してくだ
さい。なお、利用できる医療機関に変更はありません。
※住所や保険証を変更したときは手続きが必要です。
問

日時：４月20日㈯ 13:30～16:00

15
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こども課子育て支援係（⑩番窓口）

☎23-1006

緑化木の苗木を無償で
お配りします

ひとり親家庭等学習支援
ボランティアの募集
こども課子育て支援係
（⑩番窓口） １･００６
ひとり親家庭などの小中学
生へ学習支援を行うボランテ
ィアとサポーター（補助員）
を募集しています。詳しくは
お問い合わせください。
●募集要件 児童福祉の向上
に理解と熱意のある方
●活動内容 週１回２時間程
度、公民館などで児童の学習
支援を行う
●募集人数 若干名
●申込締切 ４月 日㈮

ポリテクセンター富山
受講者募集

問

問

16
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市営住宅・特公賃住宅の
空室情報
農林水産課業務林政係


１･０３６
●日時 ４月 日㈬
午後１時半～
●会場 市役所前公園
●数量
緑化木の苗木…２００本
季節の花苗…２００株
※品種未定、先着順

募 集

中国語講座
魚津市日中友好協会

ポリテクセンター富山
０７６６ ･ ６･９００
【建築ＣＡＤオペレーター科】
●対象 ハローワークで求職
中の方など（選考有り）
●訓練期間 ６月３日㈪～９
月２日㈪
●場所 アルファデータパソ
コンスクール富山校
●募集締切 ４月 日㈮
●受講料 無料（テキスト代
等別途必要）

環境安全課環境政策係（⑫番窓口）☎23-1004

環境安全課生活交通係（⑫番窓口）☎23-1380

上記より大きいものについては、お手数ですが専
門業者へご依頼ください。

市街地巡回ルートは毎日運行します。郊外ルート
（上野方、松倉、坪野、中島、天神、経田－道下、
片貝）は運休となる日があります。詳しくは８ペー
ジをご覧ください。

23

（野崎）０９０ ９･４４１ ８･８４２
中国人の講師が丁寧に分か
りやすく指導します。詳しく
はお問い合わせください。
基礎コース（初心者の方）
発音から基礎まで
毎週金曜日 午後７時～９時
会話コース（基礎ができる方）
日常会話の練習
毎週月曜日 午後７時～９時
●会場 農村環境改善センター
●受講期間 ４月～翌年３月
●受講料 月額３５００円

４・５月の連休中の運行

24

都市計画課建築住宅係
 １･０３１
市営住宅（３ＤＫ）
▼六郎丸団地…１戸（４階）
▼道下団地…１戸（４階）
市営住宅（２ＬＤＫ）
▼上野方団地…１戸（２階）
※いずれも駐車場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 ４月１日㈪～
４月 日㈮

年度前期技能検定

富山県職業能力開発協会

平成

23

０７６ ４･３２ ９･８８７
【１級・２級・単一等級】
▼鉄工 、 建 築 板 金 、 電 子 機 器
組立てなど
【３級】
▼造園 、 機 械 加 工 、 建 築 大 工
など
●申込期間 ４月３日㈬～
４月 日㈫

４月28日㈰は、「魚津しんきろうマラソン」の
ため、市街地巡回ルートの一部の便が始発から運
休となります。運行再開は、東回りが「魚津駅前
発 13:50」の便から、西回りは「魚津駅前発 14:20」
の便からです。ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。

家庭での焼却処分は原則禁止されています。以下
を参考に処分してください。なお、エコぽ～とや宮
沢清掃センターへ大量に持ち込む場合は、各施設ま
で事前に連絡願います。
【地区ごみステーション（燃やせるごみ）】
・５㌢角×長さ30㌢以内
・厚さ１㌢×両辺30㌢以内
【エコぽ～と】 ☎83-0272（朝日町三枚橋188-1）
・10㌢角×長さ１㍍以内（手数料200円/50㎏）
【宮沢清掃センター】 ☎52-4808（黒部市宮沢99）
・20㌢角×長さ２㍍以内（手数料500円/100㎏）

しんきろうマラソンに伴う運休

木くずや剪定枝の処分方法

市民バスからのお知らせ

23

26

28

26

26

31
16

環境フェスティバル
実行委員の募集
環境安全課環境政策係

催 し 物

を散策します。その後、宇奈
月麦酒館を経由し、下立駅か
ら帰ります。 （歩行距離約８㎞）
●参加費 ５００円（保険代）
※会員無料、交通費別途必要

22

高校生スピーチ コ ン テ ス ト

14

２０１９ 新川

花の森・天神山ガーデン
花のふれあいフェスタ

問

※松倉もちより市は４月末まで、山の駅もくもく野菜市は５月中旬まで休業

花の森・天神山ガーデンを
守る会事務局 
１･２００
満開のハナモモやスイセン
など、見頃を迎えた花々をお
楽しみください。
また、寄せ植え教室などの
イベントも予定しています。
●日時 ４月 日㈰
午前 時～午後２時頃
●会場 花の森・天神山ガー
デン

します。また、各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

（⑫番窓口） １･００４
月に開催される「第 回
環境フェスティバル」の実行
委員を募集します。応募用紙
は環境安全課窓口のほか、市
のＨＰから入手できます。
●任期 就任日から翌年３月
日まで
●募集人数 ３名程度
●応募資格
歳以上で市内
在住・在学・在勤の方

20

国際ソロプチミスト富山 東０９０ ３
･７６０ ０･５８３
高校生たちの素晴らしいス
ピーチをお聞きください。
また、ＣＨＩＫＯさんによ
る講演も予定しています。
●日時 ４月 日㈯
午後１時～４時
●会場 魚津商工会議所ビル
５階研修室
●スピーチテーマ
年後の
あなたと対話する ～あなた
の生き方 あなたの未来～
●参加料 無料
※申込不要

４月の歩こう会

（電鉄魚津駅前）

25

●活動内容 実行委員会への
出席、イベント企画、当日の
運営など
※実行 委 員 会 は 平 日 の 日 中 に
開催されます。
●申込締切 ４月 日㈮

第 回戦国のろし祭り
応援隊募集

10時～15時

社会福祉協議会

温泉マルシェ
地元産の野菜や水産物、手作りの商品などを多数販売しています。
お気軽にお立ち寄りください。

cocomama（大島）
☎88-0478

バザール

☎090-1312-3664

Denでんパーク

実行委員会（村上）

毎月第３㈰

蜃気楼バザール

蜃気楼

☎22-1105

経田漁港

毎週㈬ 10時半～

わいわい市

☎22-8388

13時40分～14時半

魚津漁協経田支所

経田漁港

銀座通り商店街 （島澤） ☎33-9413

毎週㈮ 15時～

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

６時半～９時半

☎22-1200

金太郎温泉 駐車場

委員会（平日のみ）

海の駅蜃気楼

フリーランスのママ20人が集まって
マルシェを開催します。藍染め小物や
赤ちゃんグッズ、イラスト入りマカロ
ンなど、幅広い世代の女性が楽しめる
商品がいっぱい。温泉に入る方先着30
名様に、プチシフォンのプレゼントも
あります。ぜひお越しください。

毎週㈬ 10時半～

銀座ワイワイ市

魚津歩こう会

10

10:00～15:00

４月18日㈭
問合せ
会場
開催日時

20

（地﨑） ３･９４６
●日時 ４月７日㈰
午前７時 分 富山地方鉄道
新魚津駅集合
●コース 愛本駅で下車し、
愛本橋、墓の木キャンプ場を
経由して黒部川右岸の桜並木

2019-４

広報うおづ

17

33

16

魚津の朝市実行

毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

松倉公民館

26

cocomama

―
地場産品の販売情報
―

18

 ９･３０１
５月 日㈰に開催される戦
国のろし祭りの出演者とスタ
ッフを募集します。
●募集数 城主・姫各１名、
侍大将２名、出演団体５団体
程度、スタッフ５名
●申込締切 ４月 日㈫

24

10

28

in

50

23

19

31

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

スタインウェイ・３Days in 学びの森

（入館16:30）

☎24-4100

市内の中学生以下は入館無料

桜ホールのスタインウェイフルコンサートピアノ
（D274）を手頃な料金でご利用いただけます。
日時：４月27日㈯～29日（月・祝）９:30～21:30

大人は“お得なパスポート”を作って魚津水族館へＧＯ！

「魚津水族館サポーター」を募集！
水族館活動を支えていただける方、調査事業などに参加

会場：桜ホール

していただける方を募集しています。

料金：1,000円/１名

詳しくは水族館HP

※要予約（１日２コマまで

カニ展

http://uozu-aquarium.jp/

まで。

予約可。１コマ80分）

企画展

※小学生以下は保護者の同

変わった生態をもつカニの行動に焦点をあてて、それぞ

～カニカニクラブ～

意が必要です。

れをクラブ活動になぞらえて展示します。
期間：６月２日㈰まで

学びの森寺子屋音楽教室発表会

うおづの春を告げるホタルイカ

【ドラム・ボイストレーニング】

【ホタルイカ発光実験】

日時：４月28日㈰

飼育員がホタルイカについて解説し、実際

入場無料

に全身の発光もお見せします（１日５回）
期間：５月26日㈰まで（日曜・祝日限定）

四季の剪定サークル参加者募集
樹木管理に関わる色々な作業を一緒に楽しみませんか？
日時：毎月第２日曜日

９:00～12:00頃（約３時間）

定員：30名程度

歴史民俗博物館
９:00～17:00

（入館16:30）

（月曜休館）

入館無料
☎31-7045

期間：５月25日㈯まで（日曜・祝日除く）
ホタルイカと一緒に写真を撮れる水槽も設置中！

ミラージュランド
９:00～16:30

（水曜休園）

☎24-6999

第14回桜のページェント

４月２日㈫から開館します！
企画展「魚津ゆかりの画家

ホタルイカが登場！発光を観察できます。

ー

年会費：1,000円（保険料込み）

【おさかなショー】

ー

会場：合奏室

13:00 ～

日時：４月６日㈯10:00～21:00
会場：魚津総合公園

島崎其邨」

７日㈰10:00～18:00

ソメイヨシノ350本がぼんぼりの灯りに照らされます。

明治～昭和にかけて、多くの作品を残した魚津ゆかりの

また、日中は屋台が軒を連ね、地元で活躍する音楽や踊

画家 島崎其邨の絵画などを展示します。

りの団体も出演します。（開花状況により変更あり）

期間：４月25日㈭～８月18日㈰

※ぼんぼりは４月中旬まで点灯しています。

早月川パークゴルフ場開園
開園期間：４月１日㈪～12月１日㈰
営業時間：９:00～17:00（受付16:00まで）

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

※６月～８月は７:00～18:00（受付17:00まで）

☎23-9800

休園日：毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
※ゴールデンウィーク中は休まず開園します。

ランニングコースが使用できない日（３月13日現在）
4/6㈯
13㈯
14㈰

18:30まで
14:00から
17:00まで

27㈯
28㈰

終日
終日

５月の臨時休園日…５月９日㈭、29日㈬～31日㈮
【年間パスポート販売中】
ミラージュハウスにて13,000円で販売しています。お申
し込みの際に顔写真（縦３㌢×横２㌢）が必要です。

高校生以上対象
４月30日㈫は休館日（詳しくは８ページ）

遊園地アルバイト募集

ゴールデンウィーク中（４月27日㈯～５月６日㈪）のア
ルバイトを募集します。詳しくはお問合せ下さい。

2019-４
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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
４/21㈰
10:30～

休 館 日

22-0462

４月１日㈪、８日㈪、15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 『メタボも老化も腸内細菌に訊け！』（小澤祥司）、『「文系？」「理系？」に迷ったら読む本』（竹内薫）
『人工知能』（幸田真音）、『おにぎりにはいりたいやつよっといで』（岡田よしたか）

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『ザ・ウォール』

高校時代、陸上部で活躍した仲良し４人組。常にまわりか

著／堂場瞬一

周囲に新宿の高層ビルがそびえ立つ

ら一目置かれる存在だったが、その後は努力を怠りパッと

〈ザ・ウォール〉は、大リーグ好きの

しない日々。気付けば40歳が目前に迫ってきていた。４人

オーナーの意向が盛り込まれた変形ス

が思いついたのが、ロングライドイベント「四万十ドラン

タジアムです。かつての名門「スター

ゴンライド」への参加。あの頃の輝きを取り戻したい！！

ズ」は、打者有利の球場に四苦八苦し

冴えないアラフォー４人の挑戦が始まった。

つつ、堅実な采配で試合に挑みますが

日時：４月14日㈰

…。野球小説。

作品：「あらうんど四万十カールニカーラン」
（2015年

14:00～
本編111分）

春の図書館こどもまつり

監督・脚本：松田大佑

お話や映画（おしりたんてい

出演：西村雄正、島崎和歌子、間寛平、小島よしお

ほか

ほか）、ゲームで楽しもう！

図書館カレンダー配布中！

日時：４月29日（月・祝）
10:30～15:00

今年も「図書館カレンダー」を図書館窓口でお配りしてい

こどもリサイクルブックフェアも同時開催！

ます。数に限りがありますのでお早めに。

開館時間

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
通して、魚津の多彩な自然を紹介！
期間：４月30日（火・祝）まで
会場：企画展示室（要入館料）

▲

▲

魚津埋没林博物館

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

無料エリア９:00～19:00
☎22-1049

23日は「百年の蔵」上映会！
米騒動百年ドキュメンタリー映画
「百年の蔵」を上映します。まだ
ご覧になっていない方は、お見逃
しなく！
日時：４月23日㈫

17:15～

ふれあい学習会「超簡単！３分工作で蜃気楼発生」

会場：ハイビジョンホール

意外な材料を使って蜃気楼が見える！？超簡単工作で蜃気

料金：1,000円（高校生以下無料）

楼のしくみを学ぼう。

問合せ：映画『百年の蔵』制作委

日時：４月21日㈰

員会

10:00～12:00

対象：小学生～一般
定員：20名（申込順）

☎22-1650

今年は10連休！大型連休は何かが起こる！

参加費：300円

▲

※ハサミなどを使用します。

水槽と塩水で簡単にできる蜃気楼の実演。蜃気楼になった

あなたの顔が蜃気楼に!?～蜃気楼実験ライブ(不定時)～

変顔をスマホで撮影しよう。
▲

ミラたん出没!?

連休中ミラたんが遊びに来ます。運が良ければミラたんに
会えるかも…。
▲

蜃気楼写真展

５月１日（水・祝）～

※蜃気楼発生時には予定を変更する場合があります
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健康づくり栄養教室の受講生を募集
※この教室は、食生活改善推進員の養成講座になっています。
日時 ５月～12月 計７回、９:30～14:30
定員 20名（先着順） 受講料 年間2,000円
会場·申込·問合せ 健康センター
実施日
５月16日㈭
６月27日㈭
７月11日㈭
９月12日㈭
10月10日㈭
11月14日㈭
12月12日㈭

主なテーマ
魚津市の健康課題、健康チェック
栄養学、栄養成分表示
生活習慣病、食品衛生
歯と口の健康管理、ロコモとフレイル
献立作成、心の健康
献立作成、運動実践
献立発表会

※実施日及び内容は都合により変更することがあります。

がん検診の案内方法が変わります
今年度から、肺・胃・大腸・子宮・乳がん検診の受診券を１通の案内書
でお送りします。
【今年度から】

【旧】
がん検診案内書 ４月末発送
肺がん(結核) 集団検診日にあわせて
検診受診票 随時発送

⇒１

４月末発送

通の案内書で

【検診期間】
肺がん(結核)検診
５月～10月
（地区公民館等で実施）

▲

▲

がん検診
集団検診：５月～11月まで
施設検診：5/7～2/29

▲

魚津市在住で、過去に肺炎球菌ワクチン接種を受けたこと
がなく、接種を希望する以下の方
①平成31年度中に下記の年齢になる方（４月上旬に案内ハガキを送付します）
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、100歳以上
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回のみ
自己負担額 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）
接種期間 平成31年４月１日～翌年３月31日

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、乳幼児のケガは、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

富山ろうさい病院 連休中5/1㈬・2㈭の２日間、通常どおり外来診療を行います

4/14㈰
4/21㈰
4/28㈰
4/29(月·祝)
4/30(火·祝)
5/1(水·祝)
5/2(木·祝)
5/3(金·祝)
5/4(土·祝)
5/5(日·祝)
5/6(月·振)

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825
平野クリニック
本江
☎23-5230
大﨑クリニック
寿町
☎23-1001
船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912
山岸産婦人科医院
上村木 ☎24-5878
宮本内科小児科医院
新角川 ☎22-0122
浦田クリニック
本江
☎22-5053
新川病院
住吉
☎24-3800
深川病院
東尾崎 ☎31-6200
魚津病院
友道
☎24-7671
沢口胃腸科クリニック
火の宮町☎22-1748
いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888

歯科医
4/7㈰

河村歯科医院
黒部市三日市☎54-0210

4/14㈰

やまざき歯科
滑川市田中新町☎076-475-8777

4/21㈰
4/28㈰
4/29(月·祝)
4/30(火·祝)
5/1(水·祝)
5/2(木·祝)
5/3(金·祝)
5/4(土·祝)
5/5(日·祝)
5/6(月·振)

田中歯科医院
黒部市生地経新☎56-8040
おぎの歯科医院
黒部市三日市☎54-0648
前田歯科クリニック
黒部市若栗☎57-2525
清田歯科医院
黒部市新牧野☎57-2800
島田歯科医院
黒部市三日市☎52-0167
みどり歯科医院
黒部市三日市☎54-5775
朝日歯科クリニック
黒部市生地神区☎57-3181
中央歯科医院
黒部市植木☎54-5188
渡辺歯科医院
黒部市三日市☎52-0164
うめかわ歯科クリニック
黒部市生地経新☎57-1233
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

助成対象

4/7㈰

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

平成31年度 高齢者肺炎球菌予防接種

一般医

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

※対象の検診は、受診券に氏名などが印字されています。対象外の検診
を希望される場合は、健康センターにお問い合わせください。
※特定健診（魚津市国民健康保険）、後期高齢者の健康診査の受診券は、
５月下旬に発送します。

み ん な の 保 健 室

健康と栄養について学びませんか？男性の方も大歓迎です。

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・児童センターへ遊びに行こう
名称

連絡先

ひばり児童センター

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ
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）

ひばり

すずめ

４月

●１歳６か月児健診
対 象 平成29年９月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 4/16㈫、5/14㈫
受付時間 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 4/26㈮
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 4/12㈮
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
対象 ２歳６か月になる児
日程 4/19㈮ 受付時間 13:00～13:30
対象
日程

２歳または３歳になる児
4/25㈭ 受付時間 13:00～13:30

成人の風しん予防接種

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…毎週月曜日 かもめ…毎週火曜日
つばめ

科

※児童センター親子教室（会員制）は3/11㈪から受付を開始していますが、
定員に達するまで年間を通じて受付しています。
※都合によりお休みすることがあるので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

歯

すずめ児童センター

室

つばめ児童センター

教

浜経田1096
「親子教室」要申込
（☎23-1777）   つばめ·ひばり·すずめ
  児童センターで実施。
新金屋1-12-50   会員制·年会費1,500円
（☎23-5133）   毎週水曜日 ９:30～12:30
（６か月～２歳未満児）
六郎丸1250-1   毎週金曜日 ９:30～12:30
（☎23-0500） （２歳以上児）
「ひろば」申込不要
下段のお知らせをご覧
北鬼江418-1
ください。
（☎23-0522）

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 4/10㈬、5/8㈬
受付時間 第１子 12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15

●３歳児健診
対 象 平成27年10月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 4/24㈬
受付時間 13:00～13:30

吉島132
〈にこにこ広場〉平日
（☎23-2225） 9:00～12:00、13:00～15:00

かもめ児童センター

４月

査

子育て支援センター
「にこにこ」
（かづみ認定こども園内）

診

子育て支援センター
「のびのび」
（魚津市健康センター内）

康

開所時間等
〈のびのび広場〉平日
9:00～12:00、13:00～16:00
〈赤ちゃん広場〉
吉島1165
（☎24-0415） 日時   4/17㈬ ９:30～11:00
対象   生後６か月までの
赤ちゃんとその家族

健

市内には２か所の子育て支援センターと４か所の児童センター
があります。気軽に遊びにおいでください。

母子健康手帳
健康センター

かもめ

風しん予防接種の助成を行います。
対象 昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生
まれの男性（次年度は対象を拡大予定）

８日㈪ ふれあい遊び ふれあい遊び ふれあい遊び

９日㈫ ふれあい遊び

15日㈪ おはなし会（講師） こいのぼりづくり 遊戯室遊び

16日㈫

新聞遊び

22日㈪

23日㈫

外で遊ぼう

５月中にクーポン券を配布しますので、取扱医
療機関又は健診実施機関にて抗体検査を受診し
てください。抗体検査・予防接種ともに、クー
ポン券の提示で無料となります。

パイロットになるぞ？

健康体操（生命の貯蓄体操）初心者教室

ママ大好き

おはなし会（講師） ボールプール

おさんぽ大好き♡

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 
２1
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２歳
はまずみ

浜住

かもめ

４歳
そうた

颯泰くん
23-1777

みやざき

宮﨑

りさ

璃紗ちゃん
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肩こりや腰痛などの症状改善、健康づくり
におすすめの東洋体操です。
期間 5/14～7/30の毎週火曜日
時間 ９:30～11:30
受講料 1,000円（テキスト代）
申込締切 4/26㈮
会場·申込み·問合せ 健康センター

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

Uozu News
２

魚津市安全安心まちづくり基金
25 感謝状贈呈式

２

―まちの出来事―

高齢者のニュースポーツ
22 第１回魚津市杯カローリング大会

昨年３月に創設された「魚津市安全安心まちづ

第１回魚津市杯カローリング大会がありそドー

くり基金」に、澤田グループ株式会社ノースラン

ムで開催され、35チーム約120人が交流を深めまし

ドよりご寄附をいただき、そのご厚意に対し感謝

た。開会式では、魚津市老人クラブ連合会の金物

状を贈呈しました。澤田辰勇社主は「全国で事件

会長が「いつまでも健康で過ごしたいという趣旨

事故が多発している。防犯のために役立ててほし

で開いた。和気あいあい、すばらしい大会にした

い」と話されました。

い」とあいさつし、村椿市長は「競技を通して年

今回が７件目の寄附で、基金の残高は153万円と

齢性別関係なく、仲間の輪を広げてほしい」と激

なりました。保育園や通学路への防犯カメラ設置

励しました。「加積地区H」が日頃の練習の成果を

に役立てられます。

発揮し、第１回の優勝に輝きました。

３

新たに隊員が加わりパワーアップ
４ 地域おこし協力隊 委嘱状交付式

２

倉庫を改装し漁協直営の食堂
27 魚津丸食堂オープン！

３月から東大阪市出身の今田貴博さんが、地域

魚津漁協前の倉庫２階を改装し、新鮮な魚介を

おこし協力隊として着任し、委嘱状交付式を行い

使った定食を味わえる「魚津丸食堂」がオープン

ました。今田さんは飲食店やホテルでの調理、マ

しました。10時半のオープン前から行列ができ、

ネージャーのほか、観光業や児童クラブでの指導

油本憲太郎組合長の「ただ今より魚津丸出航いた

員の経験もお持ちです。これらの経験を生かし、

します」の宣言で開店しました。計40席の店内は

魚津市では農泊推進業務を担当します。「魚津は

すぐに満席となり、刺身やフライ、バイ飯など漁

海と山が近くアクセスがよい。自然環境が素晴ら

協直営ならではの定食に、みなさん満足している

しいので、たくさんの人に来てもらえるよう活動

様子でした。なお、卸売市場の営業日に合わせ

します」と活躍を誓いました。

て、ランチのみの提供となります。
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地域のイベント情報をお寄せください

３

→

23-1015

思い出はいつまでも
18 市内小学校卒業式

23-1076

FAX

３

市内の各小学校で卒業式が行われ、317人が慣れ
親しんだ学び舎から巣立ちました。

info@city.uozu.lg.jp

歌やゲームでお祝い
10 「ミラたん」お誕生会

ミラージュの「ミ」と「ジュ」にちなんで、３
月10日はミラたんの誕生日です。埋没林博物館で

４月に星の杜小学校に統合する住吉、上中島、

ミラたんのお誕生会が開かれ、親子など約70人で

松倉の３校にとっては最後の卒業式となりまし

お祝いしました。参加者でバースデーソングを歌

た。住吉小学校では卒業生34名が式に臨み、在校

ったあと、道下保育園児が描いたバースデーカー

生や保護者の見守るなか、野口校長から卒業証書

ドを手渡しました。ミラたんとのじゃんけん大会

を受け取りました。学校生活の思い出や家族への

も行われ、会場は大盛り上がりに。みんなの思い

感謝の言葉を発表し、思い出がたくさん詰まった

が届いたのか、魚津の海岸から今年初めての上位

母校にお別れを告げました。

（春型）蜃気楼が見られました。

編集後記
４月から新しい年度となり、クラス替えや仕事
の異動などで、環境が新しくなる方も多いのでは
ないでしょうか。私もはるか昔の学生のころ、ク
ラス替えは春の一大事でした。統合する星の杜小
学校には旧校区から児童が加わり、子どもたちに
はたくさん友だちを作って、早く新しい環境に慣

はしもと

橋本

ときこ

時子さん

（86歳・加積地区）

「若いころはフォーク

れてほしいと思います。
新しいといえば元号。広報４月号が届くころに

ダンス踊っとって、今は

は、すでに発表されていると思います。どのよう

深山流の舞踊を踊っと

な意味が込められ、みなさんどのような印象を受

る」そう話される橋本さ

けましたか？（山）

んは、一年に一回、発表
会で踊りを披露されてい
るそうです。毎晩、ご主人と一緒に晩酌をされる
のが楽しみとのことで「私は日本酒を２合でちょ

市の人口

うどやちゃ」と笑って教えてくれました。健康の

住民基本台帳調べ（外国人含む）

秘訣を伺うと「家庭菜園かね？春が待ち遠しい。

（平成31年２月末現在） 前月比 前年比

男

20,456人

－10

－68

女

21,600人

－30

－185

計

42,056人

－40

－253

±０

＋131

世帯数 16,944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（24ページ）に
よって間伐された森林面積は1,300㎡とな
ります。これは、テニスコート約５面となり
ます。

魚津産間伐材
有効活用量

4.8ｔ

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

暖かくなったら早く畑を耕したいちゃ。お父さん
は育った野菜食べるだけやけど」と、隣でお茶を
飲むご主人とにっこり目を合わせました。これか
らも、ますますお元気で。

蜃気楼シーズン到来

さん

学芸員

ま さ き

真樹

№881

４月になり蜃気楼のシーズンとなりまし
た。今回は、埋没林博物館の佐藤さんに、
蜃気楼の魅力についてうかがいました。
「温度は感じるもので見えませんが、蜃
気楼となる風景を見ることで、温度を目で
見ることができます。それに、毎回見える
ものが違って、景色の変化が不思議なとこ
ろが面白いです」と熱く語る佐藤さんは、
気象学専門で、昨年４月から同博物館で研
究をされています。蜃気楼を見たい人への
ア ド バ イ ス を 聞 く と 「 上 位 （春 型 ）蜃 気 楼
は、様々な気象条件がそろわないと見られ
ませんが、一度出た日の翌日、天気が崩れ
なければチャンスです。下位（冬型）蜃気楼
は、天気が悪くても見られます。冬型と言
われますが、一年を通して、朝夕の冷えて
いる時間に見ることができます」と解説さ
れました。
魚津の蜃気楼について聞くと「色々な学
会に参加して感じることですが、蜃気楼で
人を集められるのは、全国的に魚津だけで
す。しかし、最近は千葉や神奈川でも『蜃
気楼を見られる』と観光に力を入れてい
て、魚津を訪れる人が減ってしまわないか
と心配です」と危惧している様子でした。
今後の目標について「現在、射水・富
山・黒部方面にライブカメラが設置されて
いますが、氷見から立山を映しているライ
ブカメラを利用して、双方向の蜃気楼を見
られたら楽しいと思います」と更なる可能
性を考えていました。
４月は埋没林博物館へ出掛けてみてはい
かがでしょうか。良く晴れた日は、本物の
蜃気楼を見られるかもしれません。佐藤さ
んの分かりやすい解説も必見です。

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

わたしの将来の夢は、大工にな
ることです。大工になろうと思っ
たきっかけは、お父さんが大工を
していて、かっこいいなと思った
からです。大工は、金づちで釘を
打ったり、のこぎりで木を切った
りして力のいる仕事です。また、家をつくるための
材料を運ぶのも大変な仕事です。だから、わたしは
力仕事もがんばって、みんながくらしやすい家をつ
くり、たくさんの人に喜んでもらいたいです。そし
て、わたしのつくった家をお父さんやお母さんに見
せてあげたいです。

清流小学校

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、農業をす
ることです。なぜかというと、
社会科の学習で農家が減ってい
て食料自給率が下がっていると
いうことを知ったからです。ま
た、ぼくのおじいちゃんは農家
で、どんな作物でも上手に育て
ることができるのですごいなあと思ったからです。
農業をして、輸入に頼っている野菜等を自分の手で
たくさんつくりたいと思っています。
農業をするために、おじいちゃんの農作業を手伝
ったり、大学に入ったりして農業について勉強した
いと思います。そして、みんなの役に立つ農家の人
になりたいです。

いえ菜さん
尾谷
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エントランスホールでは蜃気楼のライブ映像を楽しめます。
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