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チームによる、よさこい
演舞。

３月

ミサワファクトリーによる
バルーンパフォーマンス。
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３月

営業を再開します。楽しいオ

ープニングイベントや、２つ

の新しいアトラクションで皆
さまをお迎えいたします。
ぜひお越しください！

日

ミラージュランドは９:00～開園します！

ＮＳＰいづみミュージック
スクールの総勢 チームによ
るダンスパフォーマンス。

３月

オープニングイベント開催

ほくりくアイドル部による
ステージ。
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ミラージュランド

新 アトラクション登場！
問

フワッとする感覚がやみつき

絶叫系 が好きな人へ！

うに大きくスイング！

大きな海賊船が振り子のよ

のりもの券４枚／回

（金・祝）

㈰
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22

バイキング

になるスリル系ライドです。
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20
アトラクション①

ミラージュランド
☎24-6999

オープン
（金・祝）
3

/20

前売り のりもの券 発売中！
販売期間：３月19日㈭まで
販売店舗：魚津ショッピングスクエアサンプラザ
魚津駅前観光案内所

9:00

アラビア風のかわいい象に

7,500円

アトラクション②

アラビアンメリー

×

立体迷路

3

のりもの券３枚／回

ミラメイズ

HP

5,000円で販売！

謎解きゲーム

2020-3

50枚綴

立体迷路と謎解きゲームが
コラボレーション！
「ミラメイズの大冒険」が
月の開園より新登場！
※詳しくはミラージュランド
をご覧ください。

広報うおづ

▼遊園地アルバイト募集中

▼ふれあい牧場は、休園期間
も営業しています。
３

特別
価格

乗ってゆったり 空中散歩。

アラビアンメリー
未就学児は、保護者の同伴（有料）

※前売券有効期限：令和２年11月30日㈪まで

小さなお子様連れのファミ

バイキング
身長120cm以上から利用可
※120cm～140cm未満は、子ども１名につ
き、保護者の同伴１名（15歳以上※有料）
※未就学児は利用不可

ミラージュハウス

リーにおすすめです！

アトラクションのご利用について

得！

もお

とて

４月19日㈰

あなたの一票を！

期日/

※詳細については広報うおづ４月号に掲載します。

税の申告は

16

まで！

㈪
■申告書の作成相談会

ＨＰ

■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。
問

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16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（朱肉使用のもの）
②収入を証明するもの（源泉徴収票など）
③収支内訳書（農業・不動産などの収入がある方）
④控除を証明するもの
（生命保険料等の控除証明書など）
⑤個人番号カード
（お持ちで無い方は通知カードと運転免許証など）
⑥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）

国税庁
確定申告書等
作成コーナーも
ご利用
ください

３

市長・市議会議員

「選挙の投票日 」

▼立候補予定者説明会

市役所３階 大会議室

午後１時半

会場

魚津市選挙管理委員会

１･０１９

日時 ３月 日㈫

問
23

24

税務課住民税係

☎23-1009

2020-3
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第
第

回
８回

魚津の伝統「せり込み蝶六

ＣＨＯＵＲＯＫＵ

踊り」をアレンジした「よっ

しゃ来い

踊りコンテスト」が駅前で開

催されます！

また、日本各地からの美味

しいグルメも集結しますの

■荒天時はありそドームに変更して開催致します

魚津祭組（魚津商工会議所内）
 １･２００

2020-3
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５

開催場所

魚津駅前通り 市役所前公園

で、ぜひお越しください！

問

22

ＳＵＮ

月

！！

魚津が
り出す。
踊り出す。

日

５17

狂犬病予防

”

１年に１度、
飼い犬への予防接種を
お願いします

集合注射
“

９:25～９:45

上中島公民館

６日㈪

９:55～10:15

下中島公民館

10:30～10:50

犬を飼っている方は下記の日

４月

程表をご確認のうえ、お近くの

稗畠営農組合倉庫前
（松倉簡易郵便局向かい）

会場で受けてください。案内ハ

９:00～９:15

実施日

ガキが届いた方は、必ず問診票

会場

をご記入のうえ、会場に持参し

時間

てください。

実施日

なお、狂犬病予防法により、

※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。（手数料1,600円）
※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。

91

日以上の犬への接種が飼

3,300 円／１頭

生後

い主に義務付けられています。

接種費用：

会場

９:00～９:15

西布施交流館
（旧西布施小学校）

４月

９:25～９:40

天神公民館

８日㈬

９:50～10:05

新川森林組合

新川厚生センター魚津支所

10:15～10:40

経田公民館

11:00～11:15

日本カーバイド厚生会館

10:55～11:20

青島三区公民館

９:00～９:15

旧片貝公民館

４月

９:00～10:45

魚津市役所

４月

９:30～９:45

横枕公民館

９:55～10:10

石垣新公民館

11:05～11:30

７日㈫

12日㈰

旧大町小学校
（正面玄関）

10:20～10:35

上野方公民館

10:50～11:15

農村環境改善センター

問

時間

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎23-1004
2020-3
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６

７ つのポイント
３つの習慣・４つの対策

期間：３月20日（金・祝）～26日㈭

３つの習慣

□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。

４つの対策

□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、住宅用消火器などを設置する
□近隣で協力体制を構築する

【春季消防訓練】
日時：３月15日㈰ ９:00～
場所：道坂地内（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15日㈰ 10:30～
場所：印田地区

イベントへの出店や農繁期を迎え、

ガソリンの取り扱いには注意を。
▼ガソリンの特性

•引火点はマイナス ℃程度と低
く、極めて引火しやすい。

•揮発性が高く、その蒸気は空気
より重いので滞留しやすく、着

火しやすい雰囲気が広範囲にわ
たる。

•電気の不良導体であるため、発
生した静電気が蓄積しやすい。

•一般住宅ではガソリンを リッ
トル以上保管する場合、消防署

の給油は絶対にしない。

事項を厳守し、エンジン稼働中

•ガソリン使用機器の取扱説明書
などに記載された安全上の留意

意を払う。

れ・あふれがないよう細心の注

明書の操作方法に従い、こぼ

•取り扱いの際には、開口前のガ
ス抜き操作など、容器の取扱説

▲ガソリン携行缶

への届出が必要となります。

ません。また、ガソリンを容器

•セルフスタンドで顧客自らガソ
リンを容器に入れることはでき

•貯蔵や取り扱いを行う場所は、
直射日光が当たらず、火気や高

認などが必要になります。

に入れて購入する際は、本人確

•容器から蒸気が流出しないよう
に、容器は密栓。

た、消火器を必ず準備。

電気の蓄積を防ぎましょう。ま

容器を地面に直接置くなど、静

•静電気による着火を防止するた
めに、金属製容器で貯蔵する。

使わない。

•ガソリンを取り扱う周辺で火気
や火花を発する機械器具などを

▼貯蔵・取扱い時の留意事項

※混合油を含む

問

【住宅防火】いのちを守る

春季火災予防運動

40

温部から離れた場所で、通風・
換気を良くする。

2020-3

広報うおづ

７

100

火の用心 』
いいね！で確認
『 ひとつずつ

☎24-7980
魚津消防署庶務係

魚津消防署からのお知らせ

□火元から離れるときは必ず火を消す

ガソリン携行缶の火災事故防止について

国民健康保険のご案内
問

市民課医療保険係（③番窓口）

☎23-1011

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、健保組合などの
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などに加入
※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。

節約

生活習慣改善と
お医者さんのかかり方を見直しましょう

」

から
と
るこ 費の
でき 医療
術

「

【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

【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

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。

病気予防に年１回、健康診断を受けましょう

2020-3
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魚津市の日

健康パーク

風しんの抗体検査・予防接種

期間：３月17日㈫～22日㈰
提示物：運転免許証や健康保険証など
（魚津市在住とわかるもの）
利用区分

大人（高校生以上）
通常

小中学生

割引料金

通常

割引料金

１時間

520円 → 260円

260円 → 130円

2.5時間

1,050円 → 530円

530円 → 270円

１日

1,570円 → 790円

790円 → 400円

※「１時間」、「2.5時間」利用で延長の場合は、通常
の延長料金が必要です。

」

魚津市にお住まいの方を対象に、期間限定で利用料金
の割引サービスを実施します。この機会にぜひご利用く
ださい。
ホームページ

昨年の５月下旬に配布した風しん抗体検査のク
ーポン券の有効期限は３月31日までです。まだ受
けておられない方は、クーポン(抗体検査)券と身
分証を持参のうえ医療機関にて受診しましょう。
妊娠中の女性が風しんにかかると、胎児にも感
染し、目や耳、心臓に障害をもつ「先天性風しん
症候群」にかかってしまうことがあります。
風しんからあなた自身とまわりの人を守るため
に、ぜひ風しん抗体検査と(抗体価が低いと判断
された場合は)予防接種を受けてください。

47年４月２日から

対象：昭和

54年４月１日生まれの男性

昭和

主な施設：天然温泉､プールゾーン､トレーニングゾー
ン､バーデゾーン（水着で入る温泉浴）など

橋場区町内会
お神輿の修繕・整備

問

問

とやま健康パーク ☎076-428-0809
富山市友杉151番地

健康センター

☎24-3999

「第６次魚津市行財政改革大綱（案）」
「公共施設再編方針（令和元年度改訂版）（案）」
（意見公募手続）

(一財)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、橋
場区町内会がお神輿の修繕
及び整備を行いました。

パブリックコメント 実施について

第６次魚津市行財政改革大綱（令和２年度～令
和６年度）及び魚津市公共施設再編方針（令和元
年度改訂版）の案がまとまりましたので、ご意
見・ご提案を募集しています。

募集締切：３月13日㈮

※詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

９
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☎23-1067

問

問
企画政策課企画係

公共施設再編推進室

23-1257

「

とやま

ましたか？
抗体検査を受け

ペー

※18

時

３

間

内
・開会セレモニー
（桜ホール）

㈰

学びの森寺子屋講師によるミニコンサート

10:00～16:00

各教室の作品

15:30

体験教室
※要申込（空きがあれば当日参加OK）

・英会話教室 定員８名

メール：learning@city.uozu.lg.jp

23

しょう。なお、もやせないごみ

収しています。他の方に迷惑を

引越しで大量に
ごみを出す場合

問

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎23-1004

個人で処理場に持ち込めない

３億円以下））」

場合は、専門業者をご利用くだ

万円以下の罰金（法人の場合は

さい。

「５年以下の懲役または1,000

い合わせください。

不法投棄は犯罪です。

※業者をご紹介しますのでお問

かけるのはやめましょう。

2020-3
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守っていますか？ ごみ × ルール

回収の申込みは、実施予定日

の処理場・宮沢清掃センター（黒

10

1

地区清掃の
ごみ回収について

と具体的な回収希望場所をなる

で事前の手続きが必要です。

部市）に持ち込む際には、市役所

さい。実施後の申込みや、清掃

※４月１日以降の持ち込みは、

日前までにお知らせくだ

のルールが守られていないと、

市役所での手続きは不要とな

べく

回収が遅れたり、回収できなか

アの方々が大変苦労しながら回

ります。

人が捨てたゴミを、ボランティ

ったりする場合もありますので

後を絶ちません。一部の心無い

ご注意ください。

ゴミのポイ捨てや不法投棄が

※ボランティア用ごみ袋は市役

数を取りに来てください。

ポイ捨てや不法投棄！

所でお渡しますので、必要枚

メ！ ×

ダ
絶対に

生涯学習・スポーツ課生涯学習・文化係
１･０４５
（第 分庁舎）

15:00
14:00～

・Yoga教室 定員10名

ター、太極拳、ハーモニカ、中国語会話

地区ステーションに、一時的

14:00～

・ステージ発表（午後の部）

地区清掃を行う際には、必ず

13:00～

に大量のごみを出すと、他の方

ながめ

魚津の眺フォトムービー、マンドリン・ギ

ルールを守りましょう。ルール

※11:30～13:00はステージ発表なし

・喫茶コーナー

生涯学習教室の受講生や友の会、公民館

（食堂棟）

が利用できなくなります。直

・発酵食品を使った料理

が守られないと、回収に支障を

11:00～

の皆さんによる発表会です。また喫茶コー

・ステージ発表（午前の部） コーラス、指笛&ハンドフルート

接、個人で処理場に持ち込みま

防災に関する展示

きたします。

年輪の会（体験：昔のおもちゃ遊び）

ナーや体験教室も開催します。

・展示

15
問

10:00～

容

魚津市生涯学習フェスティバル

新川学びの森
天神山交流館

！
開催
楽
同日 子屋音
寺
スン
の森
学び 体験レッ
照
無料
ジ参

10

♬
市民のためのクラシック講座 ♬

♪

料金

500円

予約制

（14:30開場）
（定員100名/全席自由）

※ご予約は新川学びの森天神山交流館まで。
送迎バスあります。詳しくは学びの森HPをご覧ください。
未就学児の入場はご遠慮ください。

もりうち

こ

森内ゆう子（ソプラノ）

ま つ ざ き か よ こ

お お の ゆ か

やすだひろみ

大野由加（ピアノ・案内役）

安田裕美（ソプラノ）

広報うおづ
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31

松崎加代子（ソプラノ）

スペシャルゲスト

11

新川学びの森天神山交流館

７･００１

15:00

問

開演

3

人のソプラノ歌手と日本

桜ホール

魚津を拠点に活躍している

会場

・・ ・・

を代表するテノール歌手・中鉢聡氏をゲストに迎え、

新川学びの森天神山交流館

プッチーニ トゥーランドット、ラ・ボエーム、トスカ

会場

椿姫、リゴレット

日 ㈯

ヴェルディ

月

などから、名アリアや二重唱をお贈りします。

3 21

オペラにまつわるエピソードや舞台裏のお話ともにお

カラダという楽器、歌の魅力

500
楽しみください。

オペラの
楽しみ方

ちゅうばち さとし

中 鉢 聡（テノール）

募

公立保育園の臨時保育士を募集
※会計年度任用職員制度による募集です。

子どもたちの笑顔あふれる職場で
働きませんか！
募集人数：若干名（パート勤務も可）
応募資格：保育士資格を有する方又は取得見込みの方で、
心身ともに健康であること。
雇用期間：４月１日～翌年３月31日（予定）
勤務時間：８:30～17:00（休憩45分・時差勤務あり）
休

暇：土日・祝日・年末年始など

賃

金：月額160,100円～（期末手当・通勤手当あり）

福利厚生：有給休暇、夏季休暇あり
申込方法：履歴書と保育士証のコピーを１部ずつ、
こども課へ提出してください。
※申込みは随時受け付けます。
【問合せ】
こども課保育係（⑪番窓口）

募

☎23-1079

スポーツ初心者・体験入団も歓迎！

魚津市スポーツ少年団

募

平和を仕事にする

自衛官候補生募集

募集種目
自衛官候補生

男子・女子

応募資格
採用予定月の１日現在、
18歳以上33歳未満で
日本国籍を有する者
受付期間
各試験日の３日前
※年間を通じて行っています。

↑昨年のスポーツ少年団結団式

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

試験期日

３月７日㈯・３月13日㈮
※自衛官の試験は、希望や適正に応じたコースの選択
ができ、職域や進路も多種多様です。
詳細や上記以外の試験についても、お気軽にご相談
ください。

☎22-0077
問合せ：自衛隊魚津地域事務所

☎24-1036
2020-3

広報うおづ
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マイナンバーカード

お知らせ

info 臨時申請・受け取り窓口を開設

シーズン到来！

イベント

EVENT

花の森・天神山ガーデン

マイナンバーカードの休日窓口を開設します
魚津市役所

市民課 市民係（②番窓口）

３月７日㈯ ９:00～13:00
マイナンバーカードの申請を希望される方
必要な書類：・通知カード
・本人確認書類（次の①、②のどちらか）
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
①運転免許証、パスポート、障がい者手帳などの顔写真
の入った公的な身分証明書から１点
②健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証などから２点
※その場で顔写真を撮影します。

無料

カードの受け取りを希望される方（申請済みの方）
送付した「個人番号カード交付のお知らせ」で必要

花の森・天神山ガーデンのお花が、今年も見頃を迎
える季節となりました。
４月にはサクラやハナモモ、スイセン、６月にはボ
タン、シャクヤクをはじめ、四季折々の花で訪れる人
の心を和ませてくれます。
テーブル、椅子もありますのでお弁当を持ってお越
しください！

書類をご確認の上、お越しください。
問合せ：魚津商工会議所内
問合せ：市民課市民係（②番窓口）☎23-1075

info 申請方法などが一部変更となります
名称：「激励金」から「奨励金」に
名称が変更となります。

よ

も

だ

四方田

☎22-1200

スポーツ選手への奨励金制度

お知らせ

事務局

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

４月

から

要件：魚津市に在住の選手・監督
対象：（一般）全国大会以上、北信越国民体育大会
（小中高）全国大会以上、北信越国民体育大会、
北信越大会など
※一般の北信越大会への出場は対象外となります。
支給上限：団体競技は、競技種目ごとに上限が異な
ります。
申請方法：当該大会終了後、実績報告関係書類を申
請書に添えて提出してください。
※終了後１か月以内となります。
支払方法：口座振込

※事後払いとなります。
詳細はHPまで→

問合せ：生涯学習・スポーツ課スポーツ係
☎23-1046
13
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親子がふれあい、子ども・親同士の交流となる場です。
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10組（申込順）
受付開始：３月９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：1,800円
問合せ：つばめ ☎23-5133 ひばり ☎23-0500、
すずめ ☎23-0522

く ら し

１･００３

引越しの際は住所の異動
手続きを忘れずに
市民課市民係


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。

井戸水使用・併用世帯の
皆さまへ
下水道課業務係
１･０３８

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
▼青島団地…１戸（４階）
▼道下団地…２戸

（２階・３階）
▼六郎丸団地…２戸
（１階・４階）
▼川の瀬団地…２戸
（１階・４階）
▼天王団地…１戸（４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ （ 川 の 瀬 団
地１階のみ２ＬＤＫ）
駐車場１台分つき

14
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用水減水のお知らせ
新川水力センター発電保守課
 ６･２８５
魚津市土地改良区

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㈭（９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

認知症介護者サロン
地域包括支援センター

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・４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円
▼上野方団地…２戸
１階３ＤＫ、家賃６万２千円
２階２ＤＫ、家賃４万５千円

☎076-441-0432

※労働者、事業主を問わず相談可能

23

※いずれも駐車場１台分つき
●申込期間 ３月２日㈪～
日㈫

富山県社会保険労務士会

市役所３階第４会議室

19日㈭ 13時半～16時

総合労働相談

魚津緑ケ丘病院

☎24-2255

魚津市社会福祉協議会
（旧 百楽荘）

12日㈭ 10時～11時半

魚津市地域住宅相談所

☎22-5078

魚津地域建築組合

17日㈫ 13時～16時

住宅相談

（平日は電話相談を受付）

※増改築、外壁の塗り替えなどのご相談

10時～12時

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

14日㈯

☎22-0318

魚津神経サナトリウム

※50人未満の事業所対象

10時～12時

魚津地域産業保健センター

７日㈯

心の健康相談（要予約）

☎23-1093

市役所１階福祉相談室

魚津市地域包括支援センター

認知症相談（要予約）

☎23-1007

※市内65歳以上の方又はその家族向け

17日㈫ 14時～16時

※ケアマネジャーの同伴可

社会福祉課高齢福祉係

市役所３階第５会議室

13時～16時

25日㈬

高齢者向け法律相談（要予約：３枠）

☎23-1003

13時～16時

市民課市民係

行政相談

12日㈭・19日㈭

市役所１階市民相談室

☎22-0461
６日㈮ 13時半～16時

予約・問合せ
会場
日時
相談会

富山地方法務局魚津支局

人権相談

26

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

31

24

22

18

23

（第二分庁舎）

井戸水を使用している（水
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。

13

23
23

―３月の無料相談会日程―

六郎丸

3,000円

（故）九里 美那子

江口

100,000円

ＨＰ

（社会福祉協議会）22-8388

→障がい者や高齢者などへの福祉活動に役立てら
れます。
寄付者

ユニー株式会社

住所

金額等

46,180円

大海寺野

10,000円

双葉町

12,000円

匿名希望

三ケ

60,000円

匿名希望

新金屋

1,069円

魚津第二保育園職員一同

新金屋

8,000円

株式会社 夢グループ

東京都

代表取締役 石田 重廣

文京区

匿名希望
長教寺 住職 大澤 寛雄

ユニー株式会社
アピタ魚津店

6,670円
生活用品

住吉

198点

（故）寺崎 百合子

浴槽手すり

▼地域づくり推進事業基金
寄付者

住所

金額等

除夜のカレーご参加の皆様
スタッフ一同
フジヤマプリン

持光寺

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）…５２，２００円
▼２級（中度）…３４，７７０円
※令和２年３月現在の金額

住吉

アピタ魚津店

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

▼善意銀行へ

20

特別児童扶養手当

健康友の会 沖田 崇寛

魚津市遺児福祉年金制度

100,000円

３月市議会定例会日程

金額等

12 11 10

こども課子育て支援係
（⑩番窓口） １･００６

住所

本新町

16

こども課子育て支援係
（⑩番窓口）
１･００６

寄付者

（故）武田 喜義

19 17

議会事務局議事調査係
 １･０４１

→魚津市の社会福祉事業に役立てられます。

３月

２日㈪ 開会
９日㈪ 代表・個別質問
日㈫ 個別質問
日㈬
予算特別委員会
日㈭
民生委員会
日㈪
産業建設委員会
日㈫ 総務文教委員会
日㈭ 討論・採決

▼社会福祉基金へ

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

ご寄付ありがとうございました

23

23

23

20,000円

慈興院大徳寺

▼魚津市安全安心まちづくり基金
寄付者

魚津市農業協同組合

つむぎ倶楽部

住所

金額等

吉島511

☎22-6006

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
日時：３月５日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円
介護家族の集い
日時：3月20日（金・祝） 13:30～16:00

広報うおづ
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こども医療費の窓口支払が不要になる

医療機関が追加されます

防犯カメラ２台

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どうぞ。

15

１日
４月 より
分
診療

下記の病院でも、こども医療費受給資格証（ピン
ク）が利用できるようになり、保険診療自己負担分
の窓口支払が不要になります。
受診される場合は、こども医療費受給資格証と健
康保険証を提示してください。

【医療機関】

・富山県立中央病院
・富山大学附属病院
・あさひ総合病院

対象者：魚津市在住の１歳児～中学３年生
※１歳未満児は、従来どおり県内の医療機関などで
利用できます。
問合せ：こども課子育て支援係（⑩番窓口）
☎23-1006

数料が、次のとおり変更とな
ります。
新規指定 ２万円
更新
５千円
指定給水装置工事事業者の
有効期限が定められ、５年ごと
の更新が必要になりました。
更新が必要な事業者には別
途ご案内します。

うおづスポラ会員募集

スポラ事務局

午前８時半～

のみ申込を受付ます。

●時間

16
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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）

（ありそドーム）
９･８００
（総合体育館）
１･２６３
●受付開始日
▼一般 、 シ ニ ア （ 歳 以 上 ）
…３月９日㈪～
▼未就 学 児 、 小 中 学 生
…４月５日㈰～
※ 初日はありそドームで
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（公社）新川青年会議所
創立 周年記念 講演会

ください。
●対象者 令和３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
●応募締切 ３月 日㈭

スポーツ安全保険

募 集

 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㈮

３月１日から、上野方、松倉、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。

日本語ボランティア募集
地域協働課市民交流係
 １･１３１

【一部のルートで夏時間運行開始】

（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

上下水道局から の お 知 ら せ

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
午前９時～午後８時 平日
１対１形式

3月20日㈮は春分の日で祝日です。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。

22
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３月20日（金・祝）

無料
（公社）新川青年会議所
 ５･９７６

バーチャルＹｏｕ Ｔｕｂｅｒ
桜木建二チャンネル
新川
～コドモの未来を広げよう～
子どもたちがやりたいこと
を見つけるために、最初にや
るべきことなどを、漫画「ド
ラゴン桜」のキャラクターそ
のままにお話いただきます。
●日時 ３月 日㈮
午後６時半～
●会場 新川文化ホール２階
展示ホール
●定員 ３００名（申込優先）
●講師 佐渡島 庸平 氏
※ インターネットを利用した中
継方式の講演会です。講師は
会場に は 来 場 し ま せ ん 。

理工系・薬学部生対象
奨学金返還助成制度
富山県移 住 ・ Ｕ Ｉ Ｊ タ ー ン 促 進 課

【郊外ルート運休日】

22

０７６ ４･４４ ４･６０８

水道課業務係
（第二分庁舎）
１･０１３
下水道課維持保全係
１･０８７
（第二分庁舎）

市民バス情報

65

魚津市民バス案内

23

●場所 市役所会議室
●募集対象 養成講座などを
受けたことがある方
▼ボランティアにご興味のあ
る方への交流会を開催します
●日時 ３月 日㈮
午後６時半～
●場所 市役所

90

19

４月１日より指定給水装置
工事事業者及び下水道排水設
備指定工事店の申請の際の手

☎23-1380

問合せ：環境安全課生活交通係

13

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 をご覧

13

ｉｎ

ＨＰ

23

23

50

企画政策課広報広聴係

広報モニター募集
桃山運動公園

インドアテニススクール
受講生募集

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㈮

 ０･０７７
初心者・初級・中級以上と
レベルに合わせて指導します。
●日時 ３月 日㈬～ 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。
13

県民カレッジ
前期・通年講座
県民カレッジ新川地区センター

（新川みどり野高校内）

第７弾

催 し 物
うおづ深読み
無料
魚津駅前観光案内所

２･２４４

医師、教育者、政治家とし
て活躍した魚津の大先生・
あ わ か しゅうぞう
『阿波加 脩造』について一緒
に学びませんか。
●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）

０･９０９

春のもくもくフリマ＆
ワークショップ
もくもくホール


暖房完備で悪天候でも安心
な屋内フリーマーケット＆ワ
ークショップや、てくてく×
もくもくコラボパンを限定発
売します。大型絵本に紙芝居
や折り紙教室などで、小さい
お子様も楽しめます。
●日時 ３月１日㈰
午前９時～午後２時
●会場 魚津もくもくホール

問

☎23-1048

※各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

☎22-1105

市内バスフリーパス １年分
※希望される場合、配偶者の方にも交付
します。

魚津漁協経田支所

環境安全課生活交通係

もく野菜市は５月中旬まで休業します。

11

 ４･００１
県民カレッジ新川地区セン
ターでは、「地域課題学び活
かし講座」「ふるさと探究講
座」「共学講座」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、公民館
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㈯

2020-3

広報うおづ
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13時40分～14時半

経田漁港

わいわい市

毎週㈬ 10時半～

経田漁港

【４月以降】

☎22-8388

↓

社会福祉協議会

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

40

または

10,000円分
10,000円分

市民バス回数券
タクシー券

毎週㈮ 15時～

銀座通り商店街 （島澤） ☎33-9413

【現行】

毎週㈬ 10時半～

銀座ワイワイ市

☎22-1200

６時半～９時半

魚津の朝市

毎月第２･第４㈰

海の駅蜃気楼

魚津の朝市実行委員会

運転免許自主返納を考えておられる方
は、免許を返納される時期及び支援制度
の申請時期にご注意ください。
問合せ
会場
開催日時

支援内容が変わります
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。

４月

運転免許自主返納支援制度

から

―
地場産品の販売情報
―

22

22

22

22

21

23

10

※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

ミラージュランド
☎24-6999

ふれあい牧場営業中

早月川パークゴルフ場の年間パスポート販売中
販売料金：13,200円／年
販売場所：ミラージュハウス
※４月１日から、年間パス
ポート料金が14,500円に改
定されます。
※申込みの際は、パスポー
トに貼付けする顔写真（縦
３cm×横２cm）が必要と
なります。
※詳しくはお問合せください。

アルバイト募集
遊園地スタッフを募集します。
期間：①３月20日（金・祝）～３月22日㈰
②３月25日㈬～４月５日㈰
③11月29日㈰までの土・日・祝日（シフト制）
勤務時間：８時30分～16時30分
（ＧＷ・夏季は８時～17時）
給与：時給900円
※いずれも高校生以上を対象とします。
※事前面接あり（要履歴書）
※詳しくはお問合せください。

魚津水族館
９:00～17:00

うおづの春をつげるホタルイカ
【ホタルイカの生体展示】
ホタルイカの生体展示と生態をパネル
で紹介します。
期間：３月13日㈮～５月24日㈰
【ホタルイカ写真水槽】
ホタルイカと写真撮影できる水槽を設置します。
期間：３月13日㈮～５月24日㈰
【ホタルイカ発光実験】
レクチャーホールで飼育員がホタルイカの解説をし、実
際に発光を見ることができます。
期間：３月14日㈯～５月24日㈰の土・日・祝日
※おさかなショーの後に行います。（１日５回）

春の企画展～サンショウウオ展～
富山県が希少野生動植物種に指定したハクバサンショウウ
オやホクリクサンショウウオなど、県内に生息するサンシ
ョウウオの生態や生息環境の変化などを紹介します。
期間：３月27日㈮～５月31日㈰

魚津水族館サポーター・ボランティア募集
自発的に水族館活動を支えてくださる方、調査事業など
に参加していただける方を募集しています。詳しくは水
族館HPまたはお問合せください。

新川学びの森天神山交流館
９:00～22:00

（木曜休館）

☎31-7001

学びの森寺子屋＜音楽教室＞楽器無料体験

☎24-4100

（入館16:30）

ありそドーム
８:30～21:30

（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月１日㈰

17:00まで

15日㈰

17:30まで

７日㈯

17:30まで

20日（金・祝）

12:00～

８日㈰

18:00まで

21日㈯

18:30まで

14日㈯

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！
30分無料のレッスンを受けることができます。歌や楽器
演奏にチャレンジしてみませんか？（見学可）
日時：３月15日㈰

11:00～16:00（１コマ30分）

対象楽器：ピアノ、ドラム、親子リトミック、馬頭琴、

冬期休業中の施設
ミラージュランド

クラリネット、フルート、オカリナ、クロマ

期間：３月19日㈭まで

ティックハーモニカ、ボーカル

問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

（フルートとオカリナは午前のみ）

早月川パークゴルフ場

※10時10分から桜ホールで講師による演奏があります。

期間：４月１日㈬まで

※コマに空きがあれば当日参加可能ですが、事前申込を

問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

おすすめします。詳しくはお問合せください。

営業時間のお知らせ
下記の日は、17時で閉館となります。
３月１日㈰、15日㈰

☎24-6999

☎24-6999

歴史民俗博物館
期間：３月31日㈫まで
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

2020-3

広報うおづ
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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月15日㈰ 10:30～

休 館 日

22-0462

魚津市立図書館

３月２日㈪、９日㈪、16日㈪、23日㈪、
26日㈭、30日㈪
開館時間

９:00～21:00

※土・日・祝は17:00まで

新着図書 『文房具語辞典』（高畑正幸／著）、『今日もお疲れさま』（群ようこ／著）、『国道食堂』（小路幸也／著）、
『知ってた？世界のスポーツルールと歴史』（アダム・スキナー／作 マーク・ロング／絵 奥沢駿／訳）

話題の一冊

ほか多数

ふるさと歴史講座

『ちらしずし』

作／はまのゆか

出版／光村教育図書

ひなまつりパーティーを開くことに

明治の魚津町で医師・教育者・政治家とマルチに活動し
た偉人を、その生いたちから解説します。

したしゅうくんとこはるちゃんは、家

日時：３月14日㈯

族みんなでちらしずしとはまぐりのお

演題：「阿波加脩造と高岡・佐渡家」

吸い物を作ります。はまぐりの貝殻を

講師：本元義明（魚津歴史同好会副会長）

13:30～

使った遊びや春らしいおやつのレシピ
も載った親子で楽しむ食育絵本です。

八木先生の文学教室

図書館シネマ倶楽部

受講生募集

介護の仕事に、悩みながらも本気で向き合うようになって

講師の八木先生と話しながら、小説を読み解く力を高め

いく新人介護福祉士の心温まるストーリーです。介護福祉

て、文学作品を楽しく鑑賞します。

士役をジュノンボーイ戸塚純貴が演じます。

講師：八木光昭先生（元洗足学園魚津短期大学教授）

日時：３月８日㈰

開講日：４月22日㈬

14:00～

14:00～15:30

※以降１年間、第１・３水曜日に行います。（全22回）

作品：ケアニン～あなたでよかった～（本編105分）

募集期間：４月８日㈬まで
いずれの行事も、会場は図書館２階視聴覚室で、
申込不要、参加無料です。

魚津埋没林博物館
☎22-1049

受講料：1,000円／月（テキスト代含む）
募集人数：20名（申込順）

開館時間

休 館 日

３月５日㈭、12日㈭
９:00～17:00 発券16:30まで
カフェKININAL（木曜定休） 10:00～17:00

ふれあい学習会
「シーグラスアートをつくろう」

営業時間の変更のお知らせ
無料エリアの営業時間が次のとおり変更となりますので

魚津の海にも落ちている、海の宝石「シーグラス」でス

お知らせします。

テンドグラスをつくろう。

変更前

９:00～19:00（冬期間中は９:00～17:00）

日時：３月15日㈰

変更後

９:00～17:00（通年）

10:00～12:00

場所：埋没林博物館
対象：小・中学生～一般

※現在の冬期間中の営業時間短縮終了後から、通年で全
館17時閉館となります。

定員：20名（申込順・要予約）
参加費：300円

KININAL利用者の入館料割引のお知らせ

写真展「魚津ナチュラルギャラリー20」

下記の期日まで、カフェKININALを利用された方は、博
物館受付でレシートを見せると入館料を割引します。
期間：３月31日㈫まで

※団体割引等との併用不可

対象：高校生以上の個人

100円割引

小・中学生の個人

50円割引

冬期間休館日のお知らせ

19

きれい、ふしぎ、おもしろい！学芸員のレンズを通して

下記の期日まで、毎週木曜日は休館日となります。ま

魚津の多彩な自然を紹介します。

た、「マリンゲート」（積雪時）と「ポートゲート（魚

期間：４月20日㈪まで

津港側出入口）」は閉鎖しています。

場所：企画展示室（有料エリア内）

期間：３月15日㈰まで

広報うおづ
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健康相談会

つかある…
☑検査数値を改善したい… など
ぜひ相談会へ！生活改善に向けて一緒に考えてみませんか。
日時：毎週月曜日 ９:00～11:00、13:00～16:00
毎週火曜日 ９:00～11:00
毎週金曜日 13:00～16:00
※相談時間は30分～１時間程度です（参加無料）
会場・申込・問合せ：健康センター（前日までに要予約）
※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、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。

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

一般医
３/１㈰

山岸産婦人科医院
上村木
☎24-5878

３/８㈰

青山内科
仏田
☎25-0250

３/15㈰

かごうら皮ふ科クリニック
吉島
☎23-6060

3/20(金・祝)

みのう医科歯科クリニック
北鬼江
☎22-0500

３/22㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633

３/29㈰

ありそクリニック
北鬼江
☎25-0120

４/５㈰

こうちウィメンズクリニック
吉島
☎32-3323

歯科医

３/８㈰

柚木歯科医院
入善町入膳 ☎74-0058

３/15㈰

小森歯科医院
上市町柳町 ☎076-472-0032

3/20(金・祝)

吉岡歯科医院
上市町横法音寺 ☎076-473-0515

３/22㈰

医療法人社団佐伯歯科医院
上市町法音寺 ☎076-472-0330

３/29㈰

川口歯科医院
立山町前沢新町 ☎076-464-1166

４/５㈰

歯科Myクリニック
立山町前沢 ☎076-463-6480

新川・魚津地域精神保健福祉推進協議会 公開講演会
大人の発達障害と２次障害について、講演会を行います。
日時：３月６日㈮ 14:00～15:30
場所：新川文化ホール 小ホール
講師：魚津神経サナトリウム 副院長 髙橋哲也 氏
参加費：無料（申込不要）
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）

健康づくりイベント 第５弾
健康センター食堂（限定30食）
日時：３月11日㈬ 11:30～13:00（受付11:00～）
参加費：300円
持ち物：普段使用するご飯茶碗
会場・申込・問合せ：健康センター
※12月の健康センター食堂に参加された方はご遠慮ください。
昭和47年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性の皆さまへ
９ページに風しんの抗体検査、予防接種について掲載していますの
でご覧ください。

魚津市急患センター
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
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
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

小杉歯科医院
朝日町荒川 ☎82-0063

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

３/１㈰

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

魚津市民で、接種を希望する下記の方に助成があります。（１回のみ）
接種対象：①65歳の方（経過措置として、今年度中に70・75・80・
85・90・95・100歳となる方も対象になります）
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）
※過去に肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方は助成の対象となりません。
接種期限：３月31日㈫まで
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）

み ん な の 保 健 室

☑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

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

４か月児健診 股関節脱臼検診

子育て支援センター

対 象
実施日
受付時間

お子様とご家族が、楽しく過ごせる場所を提供しています。また、専門
アドバイザーが育児相談に応じます。

名称・連絡先

開所時間等

健

〈のびのび広場〉
〈赤ちゃん広場〉
身体測定や育児相談を行います

吉島1165（☎24-0415）

日時 ３/18㈬ ９:30～11:00

子育て支援センター「にこにこ」
（かづみ認定こども園内）

査

対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

管理栄養士のお話や妊婦さん向
けのヨガ体験を行います。
日時：３月17日㈫ 13:30～15:45
対象：妊娠中～後期の妊婦さん
会場：健康センター
申込・問合せ
親子ほっとステーションあいあい
（健康センター内 ☎24-3999）

昨年12月以降、新型コロナウイ
ルス感染症が発生しています。
感染防止には、風邪やインフル

平成28年９月生まれの児
※事前に案内を送ります
３/18㈬
13:00～13:30

ごっくんルーム（栄養相談）
対 象
実施日
受付時間

離乳食を始めて１か月以内の児
３/27㈮
10:00～10:25

エンザ対策と同様に、咳エチケ

もぐもぐ教室

ットや手洗いなどがとても重要

対 象
実施日
受付時間

です。日頃からの感染症予防対
策に努めましょう。

親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？

歯

未就学児とその保護者なら誰でも自由に参加できます。
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

ひばり

すずめ

（六郎丸）

（北鬼江）

２日㈪

☎23-5133
エアポリン

☎23-0500
おはなし会

☎23-0522
ボールプール

９日㈪

健康相談会

新聞紙遊び エプロンシアター
のりものあそび

かもめ
３月

（浜経田）

３日㈫

おひな様会

10日㈫

サーキット

☎23-1777

科

開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）

（新金屋）

生後９～10か月児とその家族
３/６㈮
10:00～10:25

フッ素塗布

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

16日㈪ ポップコーンづくり つみき遊び

平成30年８月生まれの児
※事前に案内を送ります
３/10㈫
13:00～13:30

室

新型コロナウイルス感染症について
教

安産マタニティヨガでりらっくす

象

実施日
受付時間

こども園HPでご確認ください。

３月

象

実施日
受付時間

対

平日 ９:00～12:00、13:00～15:00

◆行事の案内などは、それぞれ魚津市子育て支援センターHP、かづみ認定

開催日

対

３歳児健診

〈にこにこ広場〉

吉島132（☎23-2225）

満４か月児
３/４㈬
第１子
12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15

１歳６か月児健診

診

（魚津市健康センター内）

平日 ９:00～12:00、13:00～16:00

康

子育て支援センター「のびのび」

母子健康手帳
健康センター

※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
実施日 ３/13㈮
受付時間 13:00～13:30
対 象 ２歳または３歳になる児
実施日 ３/19㈭
受付時間 13:00～13:30

23日㈪ 風船バレーボール プチシアター こむぎこねんど
30日㈪ つくって遊ぼう

予防接種のご案内

パズル遊び 小学生と遊ぼう

すくすく成長中

いつもニコニコ

＜子どもの予防接種期間 ３月１日㈰～７日㈯＞
魚津市では学校での集団接種は無く、全て医療
機関で実施します。母子健康手帳を確認し、早
めに予防接種を済ませましょう。

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。

２1
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◆医療機関を予約の上、お子様の体調の良い時
に接種して下さい。
９か月
たにぐち

谷口

はな

晴菜ちゃん

４歳
いしさか

石坂

まゆ

真悠ちゃん

◆市外の医療機関で接種を希望する場合は、健康
センターへご相談ください。

Uozu News
１

市民の福祉向上を誓う
27 社会福祉法人連絡会設立総会

１

―まちの出来事―

全国初の木造３階建て校舎完成
21 星の杜小学校竣工式
～

市内の社会福祉法人９法人で構成する魚津市社

学童保育室を備えた西棟とグラウンドが完成

会福祉法人連絡会の設立総会がありそドームで行

し、星の杜小学校校舎新築事業が完了しました。

われました。総会では、会員の各法人が相互に情

竣工式には、児童や地元関係者など約400名が出席

報交換を行い、地域のニーズや課題を把握し、連

し、６年生の代表児童２名が「新しくできたこの

携を図りながら社会貢献活動に取組むことを確認

校舎をいつまでも大切にしていきたいです」と謝

おおくま

しました。会長には（福）新川老人福祉会の大 熊
ともひろ

辞を述べました。式終了後には、運動会や遠足な

知 博理事長が選出され、大熊会長は「地域課題の

どの行事をスライドにまとめたアトラクションが

解決や市民の福祉向上に尽力したい」と意気込み

催され、開校初年度の思い出を児童が発表してい

を語られました。

ました。

２

なぜ富山湾であの生き物が！？
２ 深海生物シンポジウムin魚津

１

ユース五輪冬季競技大会銀メダル！
か じ まのん
28 鍛治茉音さん市長表敬訪問

富山湾で近年増えているリュウグウノツカイやダ

スイスで開催された第３回ユース五輪冬季競技

イオウイカなどの希少な深海生物出現の謎に迫る深

大会で、スノーボード（ハーフパイプ）の日本代

海生物シンポジウムが新川文化ホールで開催されま

表選手として出場した鍛治茉音さん（東部中３

くぼでら つ ね み

した。ダイオウイカ研究の第一人者、窪寺恒己博士
た ご

年）が銀メダルを獲得され、市役所を訪れまし

と稲村魚津水族館長による講演、田子県水産研究所

た。決勝では積極的に攻めて滑ることができたと

長を交えたトークセッションが行われました。深海

ふり返りながらも、１位になれなかったくやしさ

生物の魅力や富山湾での発見に対する考察、仮説な

の方が強いとのことで「技の練習や研究に励み、

どを議論しました。親子連れなど約300人が訪れ、

2022年の北京五輪を見据えて、トップレベルの選

深海生物について理解を深めました。

手を目指したい」と力強く目標を話されました。
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地域のイベント情報をお寄せください

２

→

23-1015

通学路の安全確保に向けて
10 地下道に防犯カメラを設置

23-1076

FAX

２

info@city.uozu.lg.jp

ミュージックランチ
８ にこにこコンサート

魚津市農業協同組合からご寄付いただいた防犯

学びの森キッズ＆ティーンズアンサンブルコー

カメラ２台が国道８号友道東交差点の横断地下歩

ラスのみなさんによる、にこにこコンサートが開

道に設置されました。この日は、地域のこども見

催されました。昨年話題となった「パプリカ」や

守り隊や関係者による完成式が行われ、設置場所

舞台風の発声を組み込んだ「ライオンキングより

にゅうぶ

を確認しました。入 部魚津警察署長が「市内でも

王様になりたい」など７曲を披露し、元気な歌声

子どもを狙った事件が発生している。有事の際に

が新川文化ホールのロビーいっぱいに広がりまし

は役立つが、もとより犯罪抑止効果に期待した

た。来場者は手拍子をしたり、歌詞を口ずさんだ

い」と話し、村椿市長から魚津市農業協同組合へ

りと、子どもたちが楽しく歌う姿に笑顔を見せて

感謝状が贈られました。

いました。

編集後記
ミラージュランドに新しく２つのアトラクショ
ンが登場します。表紙撮影に伺った時には、ちょ
うどアラビアンメリーの調整を行っていました。
閉園中の遊園地に入ったことが無く、静かな園内
に少し寂しさを感じましたが、今月20日からいよ
いよ開園となります。たくさんの人で賑やかなオ
ープニングイベントとなるよう期待するばかりで
す。新アトラクションに限らず、ミラージュラン
ド名物の大観覧車やメリーゴーランドも健在で
す。３月になり、春らしく暖かくなってきたとこ
ろで、久しぶりに子どもを連れて家族サービス～
なんて思った今日この頃でした。（山）（ほ）

よしさき

さくぞう

吉崎

作藏さん

（91歳・下中島地区）

とても気さくな吉崎さ
ん。自営の鉄工所で、仕
事一筋80歳まで様々な部
品を作ってきたそうで
す。仕事仲間と一緒に、
よく海外旅行に行ったそ
うで「ハワイ、オーストラリア、中国などいろ
んなとこ行ったちゃ」と話されます。平成に入

市の人口

り趣味として始めた詩吟も思い出のひとつとの

住民基本台帳調べ（外国人含む）

こと。現在は、金太郎温泉に行ってゆっくり湯

（令和２年１月末現在） 前月比 前年比

男

20,264人

－10

－202

女

21,382人

－16

－248

計

41,646人

－26

－450

＋４

＋64

世帯数 17,008世帯
23
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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

に浸かることが日課で「疲れたらいろんな事し
てリフレッシュしながら、何よりしっかり寝る
ことが大事やちゃ」と健康の秘訣を教えてくれ
ました。これからもますますお元気で。

  

た か せ

№892

高瀬

2020

さ

ら

沙羅
さん

オリンピックイヤーにちなんで、先月号
に引き続き、魚津市出身のスポーツ選手に
クローズアップ！今回ご紹介するのは、女
子ソフトボールで活躍されている高瀬沙羅
さんです。高瀬さんは現在、中京大学の女
子ソフトボール部に所属しています。昨年
開催された第８回東アジアカップでは、大
学女子選抜として日本代表チームに抜擢さ
れ、〝守備の要〟ショートで出場し、攻守
ともに活躍されました。
ソフトボールに初めて触れたのは小学３
年の頃で「友達に誘われて始めたのがきっ
かけです」と話されます。「高校時代は練
習がきつかったです」とふり返るも、持ち
味のスピードと守備を活かし、３年連続の
インターハイ出場を果たしました。高校最
後の試合で、サヨナラ負けした悔しさと先
生からの強い後押しもあり、進学してソフ
トボールを続ける決意をされました。大学
では、学校の特色を活かした科学的なトレ
ーニングなどを取り入れ、全国優勝目指し
て日々練習に励んでおられます。これまで
たくさんの大会に出場する中で「昨年の西
日本大学ソフトボール選手権大会で優勝で
きたことがとても嬉しかった」とのこと。
今後の目標を伺うと「日本代表としてト
ップチームを目指したいと思う反面、富山
に帰ってきて違う形でソフトボールを続け
たいとも思っています」と話され、学校の
先生になって子どもたちにソフトボールの
楽しさを伝えたい
という思いも話さ
れました。５月か
らは、富山での教
育実習も控え、忙
しい日々が続くそ
うですが、高瀬さ
んのこれからの活
躍に期待です。

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、動物保護

なることです。現在高齢化が進ん

施設のスタッフとして働くことで

でいて、高齢者が多いのに介護士

す。この夢をもつようになった理

の数が少ないという問題があり、

由は、日本でたくさんの犬や猫が

少しでも高齢者の方々が安心して

処分されているということを知っ

生活できるようにしたいと思った

たからです。この事実を知ったと

からです。また、父が介護士の仕事をしています。昼

き、わたしは心がとても痛くなりました。そして、処

も夜も仕事で大変そうですが、車いすを押してあげた

分されるはずだった犬や猫を保護して里親を探す、動

り、優しく話しかけたりしておじいちゃんおばあちゃ

物保護施設というものがあることを知りました。わた

んが笑顔になっていました。自分も周りを笑顔にでき

しは将来、動物を保護する仕事に就き、少しでも多く

る介護士を目指してたくさん勉強していきたいです。

の犬や猫を助けたいと思っています。

メールアドレス／info@city.uozu.lg.jp
ホームページアドレス／https://www.city.uozu.toyama.jp/

ぼくの将来の夢は、介護士に
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東アジアカップ
優勝に貢献

月号

夢衣さん

森本

６年生

めい
もりもと
けんし
やまもと

拳志くん

山本

６年生

ソフトボール大学女子選抜
（中京大学）

3

▲試合中の高瀬さん

道下小学校

