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片貝保育園 雪あそび

寒くても、子どもたちは元気いっぱい！
積もった雪でたくさん遊んで、冬を満喫しています。

会議室等

160円

400円

１時間

使用料
130円～400円
230円

▶大町公民館は、４月１日から大町コミュニテ
ィセンターとなります。これまでの公民館機能
は残しつつ、新たに地域づくり活動の拠点とし
てコミュニティセンターと名称を変更します。

村木公民館

調理実習室

230円

体育館
下中島公民館

研修室等

研修室等
体育館

１時間

400円
一般(高校生以上)

宿泊棟

１泊

3,000円

１人

中学生以下
2,000円

学校夜間開放

使用料

小学校体育館
中学校体育館

１時間

400円

全面

800円

武道場

400円

音楽室

400円
１回

500円～1,500円

１時間

グラウンド夜間照明

１回

400円
500円～1,000円

▶旧大町・旧上中島・旧松倉・旧上野方小学校

230円

研修室等

130円～260円

実習室

230円

和室会議室

160円

研修室等

130円～260円

実習室

230円

研修室等

130円～260円

調理実習室

西布施公民館

230円
130円～160円

実習室

230円

体育館

400円
130円～160円

実習室

230円

体育館

400円

使用料の見直し全般

公共施設再編推進室

☎23-1257

コミュニティセンター・農村環境改善センター

地域協働課

☎23-1017

公民館

地域協働課

☎23-1131

学校夜間開放・旧小学校体育施設

問

体育館

使用料

130円～260円

研修室等

問

旧小学校体育施設

230円

実習室

天神公民館

問

▶星の杜・よつば・清流・道下・経田小学校、
西部・東部中学校

130円～260円

研修室等

問

グラウンド夜間照明

230円

研修室等

400円
半面

130円～260円

調理室

道下公民館

▶参考：令和２年４月１日有料化しました

230円

研修室等

本江公民館

経田公民館

800円

実習室

松倉公民館

加積公民館

全面

130円～160円

会議室等

上中島公民館

使用料
160円～260円

400円

調理実習室

上野方公民館
片貝コミュニティセンター

半面

持続可能な公共施設の運営を目指して

230円

使用料

４月１日から

公民館・コミュニティセンター・
学校施設（夜間開放）などを有料化します

１時間

大町コミュニティセンター
調理実習室

公民館（１時間）

160円

多目的ホール

研修室等

今後、公共施設を維持・更
新していくためには、運営費
の縮減や利用者の増加を図り
ながら、運営費に対する使用
料収入の割合を高める必要が
あります。
この度、公共施設使用料の
適正化に関する基本方針に基
づき、一部の公共施設を有料
化いたします。
今後も、各施設においてサ
ービスの向上や経費の縮減な
どに努めますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

使用料

研修室等
調理実習室

▼有料 化 し た 使 用 料 の う ち 、 主
なものを掲載しています。詳細

は をご覧ください。

どは、施設の広さによって使用

▼会議室やグラウンド夜間照明な

料が異なります。

▼地区活動や部活動・スポーツ少

年団などの活動については、減

免される場合があります。

房などの附属設備を使用した場

▼利用時間を超過した場合や冷暖

合は、料金が加算される場合が

あります。

農村環境改善センター

HP

生涯学習・スポーツ課

☎23-1046
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納税している方との公平性を保つため

市税などの滞納処分を強化しています！

滞納は放置せず、
早めに納税相談を

税金は所得や資産に応じて皆様に公平に負担いただいているもので、納期限内の納付が原則です。市税などの滞納
は、市の財政を圧迫し市民サービスに支障をきたすことにもなります。納期限内に納税している大多数の市民との公
平性を保つとともに、市の財源を確保するため、差押えの早期着手を行うなど滞納処分を強化しています。

滞納処分とは

納税が困難な場合は

滞納処分とは市が滞納者の財産（預貯金、給与、

病気や失業、事業の廃止や経営不振など、やむを

生命保険、不動産など）を差し押さえし、未納の市

得ない理由で納期限ごとの納付が困難な方は、お早

税などに換価・充当することを指します。

めに税務課へご相談下さい。

「税金はすべての債務に優先する」と地方税法で
定められており、住宅・自動車・カードなどのロー

また、多重債務により納税が困難な方を対象とし
た無料弁護士相談（予約制）も実施しています。

ンの返済を優先し納税いただけない場合も滞納処分
の対象となります。

滞納処分の流れ

 ▶ ▶

▶

▶問合せ：税務課納税係（⑮番窓口）☎23-1086

魚津市奨学資金制度（貸与奨学生）
▶貸与金額（予定）※月額

▶貸与期間

正規の最短修業年限
短大・大学など

40,000円

高等学校

13,000円

高専１～３年生

13,000円

４月１日㈭から５月７日㈮まで
※出願用紙は２月中旬に市内中学校及び県東部の高校に
配布します。

高専４～５年生

40,000円

▶奨学生の決定

※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。

▶受付期間

５月末に申請者へ通知

▶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
３
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▶申込み・問合せ

教育委員会

教育総務課（第一分庁舎）☎23-1043

日㈫～
申告書の提出期限

私たちが快適で安全な生活をおくる
ためには、警察や消防、教育や社会保
障などの充実が欠かせません。税金は

パスポートなど）

１･００９

※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

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。

自宅のパソコンでも
申告書が作れます

税務課住民税係
（⑭番窓口） ☎

申告書は期限までに必ず提出しまし

ょう。

問

ができるもの（運転免許証や

住民票の写し）と、本人確認

やマイナンバーが記載された

□ マイナンバーを確認できるも
の（マイナンバー通知カード

□マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ち
でない方

マイナンバーカードをお持ちの方

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。

マイナンバーの
提示が必要です

す。税務署から求められた
ときは提示又は提出しなけ
ればいけません。なお、医
療保険者から交付を受けた
「医療費通知」を添付する
と、明細の記載を省略する
ことができます。

それらの費用に使われています。

医療費の領収書の提出の代
わりに医療費控除の明細書の
添付が必要になりました。
医療費控除の明細書は領収
書１枚ごとではなく、「医療
を受けた方」、「病院・薬局
などの支払先」ごとにまとめ
て記入することができます。
申告会場の混雑を避けるた
め、あらかじめ「医療費控除
の明細書」を作成し、持参し
ていただきますようお願いし
ます。

医療費控除を
受ける方へ

３月15日㈪

※医療 費 控 除 の 明 細 書 は 市 や
国税庁の からダウンロー
ドすることができます。ま
た、市役所や税務署にも用
意してあります。
※医療 費 控 除 の 明 細 書 に 記 載
した領収書は、自宅で５年
間保存する必要がありま

４
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所得税・住民税 ２月

□セル フ メ デ ィ ケ ー シ ョ ン 税
制（★）の適用を受ける方
は、セルフメディケーショ
ン税制の明細書、予防接種
の領収書、職場の定期健診
や市町村がん検診の結果通
知表など

税の申告が始まります

申告に必要なもの

①収入を証明するもの
□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
★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。対象となる医薬品
は領収書にその旨が明記さ
れています。
□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がわか
るもの（通帳など）
③印鑑（認印可）
朱肉使用のもの

23

24

※ 収支内訳書は、税務署や市役
所に用 意 し て あ り ま す 。

②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 の
控除証明書
□医療 費 控 除 を 受 け る 方 は 、
医療費控除の明細書

HP
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“「利用者識別番号」

魚津市役所・魚津税務署

お知らせ

i nfo

が必要です

申告相談窓口

本年は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を
講じた上で開設します。来庁者の方のマスク着用、消毒
液の利用、検温にご協力ください。

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）」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
告相談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できます。

▶期間：２月16日㈫～３月15日㈪
※土曜・日曜・祝日を除く
▶会場：市役所３階 大会議室 ８:30～17:00
魚津税務署５階 確定申告会場 ９:00～16:00
※次に該当する方は魚津税務署で申告してください
□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
▶問合せ：税務課住民税係（⑭番窓口）☎23-1009
魚津税務署 ☎24-1370

住民税の主な税制改正

”

令和３年度から適用される住民
税の主な税制改正は市のＨＰでお
知らせしています。

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

※所得証明書が必要な方を除く

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

令和２年中の収入状況

給与収入

１ヶ所からの給与収入のみ

主な給与以外の所得

●確定申告が必要

が20万円を超える

●住民税の申告が必要

年末調整した「給与支払報告書」

●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

●住民税の申告は不要（注）

●住民税の申告が必要
（注）所得税還付や、源泉

その他の収入
※営業、農業、不動産などの
収入、個人年金、生命保険
満期など一時的な収入

５
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●確定申告が必要

●確定申告又は住民税の申告が必要

徴収票に記載のない控除を

※所得の状況により異なる

受けようとする場合は申告
が必要です。

パブリックコメントの実施

ご意見を募集します

共通事項
※電話・口頭は不可とします。匿名の場合は、取り扱いません。
※提出された意見は、後日ＨＰで公表する場合があります。
（住所・氏名・連絡先は非公表）
※記載された個人情報などは、この募集に係る利用目的以外に
使用しません。
※意見提出者への個別回答はしませんので、ご了承ください。

魚津市総合計画基本計画（案）
令和３年度からの５年間を計画期間とする魚津市総合計画基本計画（案）がまとまりました。
新しい総合計画（基本計画）には、将来都市像「ともにつくる 未来につなぐ 人と自然が輝くまち魚津」の
実現に向け、取り組んでいく35施策をはじめとした具体的な内容を盛り込みました。
▶計画案の公表場所（公表時間）
市役所２階 企画政策課（土、日、祝日を除く９:00～17:00） ※市ＨＰでもご覧になれます。
▶募集の期間
２月12日㈮ 17:15（必着）
▶意見の提出方法
記入用紙に住所、氏名、連絡先を明記のうえ、郵便、ファックス、メールで提出ください。
郵便：〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番１号 企画政策課企画係
ファックス：23-1054 メール：planners@city.uozu.lg.jp
▶問合せ：企画政策課企画係

☎23-1067

「第２次魚津市環境基本計画（案）」

「魚津市国土強靭化地域計画（案）」

魚津市では、魚津市環境基本条例に基づく、環境の保全
や創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため
の基本的な計画として、令和３年度から10年間を計画期間
とした第２次魚津市環境基本計画を策定しています。

魚津市では、令和７年度を目標年度とする「魚津市国
土強靭化地域計画（案）」の策定を進めています。
計画案の内容について、市民の皆様からのご意見を募集
します。

▶計画案の公表場所（公表時間）
市役所１階 環境安全課（土、日、祝日を除く９:00
～17:00） ※市ＨＰでもご覧になれます。

▶計画案の公表場所（公表時間）
市役所３階 建設課（土、日、祝日を除く９:00
～17:00） ※市ＨＰでもご覧になれます。

▶募集の期間
２月19日㈮

▶募集の期間
２月１日㈪～３月５日㈮

17:15（必着）

17:15（必着）

▶意見の提出方法
記入用紙に住所、氏名、連絡先を明記のうえ、郵便、
ファックス、メールで提出ください。
郵便：〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番１号
環境安全課環境政策係
ファックス：23-1092 メール：kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

▶意見の提出方法
記入用紙に住所、氏名、連絡先を明記のうえ、郵便、
ファックス、メールで提出ください。
郵便：〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番１号
建設課整備改良係
ファックス：23-1169 メール：kensetsu@city.uozu.lg.jp

▶問合せ：環境安全課環境政策係（⑫番窓口）
☎23-1004

▶問合せ：建設課整備改良係

☎23-1029

2021-２
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令和２年 速報

魚津消防署庶務係

☎24-7980

火災・救急・救助の状況
火

災
区分

令和元年

令和２年

前年比

８件

７件

－１件

うち建物火災

６件

７件

＋１件

死者

０人

０人

増減なし

負傷者

１人

１人

増減なし

発生件数

救

急

▶発生件数：1,435件（前年比－95件）

救

助

▶発生件数：18件（前年比－６件）

海難救助 ▶発生件数：４件（前年比＋１件）
※海難救助は消防救助艇「雄山丸」の出動件数

『 その火事を

防ぐあなたに

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：19件（前年比 増減なし）

救

急

▶出動件数：3,575件（前年比－497件）
▶搬送人数：3,403人（前年比－446人）

救

助

▶救助件数：49件（前年比－４件）
▶救助人数：33人（前年比－５人）

金メダル 』

春季火災予防運動
期間：３月20日（土・祝）～26日㈮（予定）
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14日㈰ ９:00～（予定）
▶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14日㈰ 10:30～（予定）
▶場所：金浦町地区
７
3
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住宅防火
いのちを守る

７つのポイント

３つの習慣・４つの対策
▶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
□火元から離れるときは必ず火を消す
▶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

魚津総合公園

冬も「みらパーク」に行こう！
室内で楽しむミニイベントやワークショップなどを企画していますので、
ぜひ皆様のご参加お待ちしています。
日

時

内

容

備

考

２月７日㈰

11:00～13:00

「魚津の魚達」
小学生親子対象

漁師さんがとった魚で料理人さん
と一緒にラーメンを作ろう！

2,000円 要申込

２月９日㈫

10:00～11:30

「おうち遊びinみらパーク」
乳幼児親子対象

乳幼児のお子様とおうちで遊べる
手遊びを教えるWS ランチ弁当付

2,500円 要申込

２月10日㈬

10:00～11:00

つながるパークヨガ
ウインターバージョン（チェアヨガ）

２月12日㈮

10:00～15:00

ママを楽しもう！
～バレンタインマルシェinみらパーク～

２月14日㈰

10:00～11:00

つながるパークヨガ
ウインターバージョン（チェアヨガ）

２月24日㈬

10:00～11:30

「ふれあいベビマinみらパーク」
乳幼児親子対象

新感覚のチェアヨガ
暖かい部屋で気軽にヨガ体験を

500円 要申込

ここでしか手に入らない可愛いハ
ンドメイド雑貨などが集結！

無料 申込不要

新感覚のチェアヨガ
暖かい部屋で気軽にヨガ体験を

500円 要申込

服を着たまま出来るベビーマッサ
ージのWS ランチ弁当付

2,500円 要申込

※詳しい内容は公式SNSで順次更新しています。申込などは、下記お問合せまでお気軽にご連絡下さい。

「みんなのみなと」
シェアカフェ営業中

無料休

憩所「

みんな

のみな
３月1
と」
5日ま
で
月曜日
はお休
み

みらパークにある無料休憩所「みんなのみなと」は冬期も
カフェの営業をしています。
ふらっと気軽にリフレッシュ、リラックスしに来ませんか？
▶営業予定日： ２月11日（木・祝）～13日（土）
２月23日（火・祝）～28日（日）
▶営業時間： 10:00～15:00
※冬期のため不定期の営業となります。
公式SNSにて最新情報を確認してください。

みらパーク公式SNS
Withコロナの中で、新しい公園の使い方を提案したり、パークコ
ンシェルジュ通信など、みらパークの魅力を発信しています。

▲Facebook

▲Instagram

▲LINE

問

魚津総合公園賑わい創出に向けたパートナーシップ構築事業 NAPs（担当：飛世、中島）
☎080-7290-6247（平日９:00～15:00）メール:contact@uozupark.com HP: https://uozupark.com

2021-２
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マイナンバーカード

お知らせ

i nfo 臨時申請・受け取り窓口を開設
魚津市役所

イベント

EVENT

観光交流都市 長野県飯山市

レストランかまくら村

市民課 市民係（総合案内窓口）

２月６日㈯・20日㈯ ９:00 ～12:00

▶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
書類をご確認の上、お越しください。
▶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
▶電子証明書の更新
電子証明書の有効期限のおよそ３か月前にご自宅に
届く「電子証明書の有効期限通知書」で必要書類をご
確認の上、お越しください。
▶問合せ：市民課市民係（②番窓口）☎23-1075

国民年金保険料

お知らせ

i nfo

納付はお得な前納制度で

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行ってくだ
さい。
▶保険料割引前納制度
①当月末振替「早割」 ４月分を４月末に振替
②６ヶ月前納 ４月分～９月分を４月末に振替
③１年前納
４月分～翌年３月分を４月末に振替
④２年前納
４月分～翌々年３月分を４月末に振替
※①は月額50円の割引になります。
※②～④の割引額は２月中旬頃に決定します。
▶令和２年度の割引額（参考）:６ヶ月前納…1,130
円、１年前納…4,160円、２年前納…15,840円
※保険料一部免除の承認を受けている方は、口座振替
による割引前納制度を利用できません。
▶問合せ：魚津年金事務所（国民年金課）☎24-5153
市民課市民係（①番窓口）☎23-1012
９
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豊富な積雪量を誇る長野県飯山市信濃平地区に今年
も期間限定で「かまくら」が出現します。
地元食材をふんだんに使った名物「のろし鍋」をご
堪能ください。
▶期間：２月28日㈰まで
▶場所：長野県飯山市信濃平地区
▶料金：詳細はお問合せいただくか、
「レストランかまくら村」で検索ください。
▶問合せ：（一社）信州いいやま観光局
☎0269-62-3133（８:30～17:15）

募

学ぶ教養 活かす教養

放送大学４月入学生募集

放送大学は、BS放送やインターネットでマイペー
スに学べる通信制の大学です。
▶学ぶ意欲が入学資格。
学力試験はありません。
▶大学卒業（学位取得）や資格取得を目指せます。
▶１科目から学べ、学ぶ目的に応じて選択できます。
一流講師による約300の科目があります。
▶授業料は１科目11,000円。
負担が少ない授業料が魅力です。
▶大学院では修士や博士の学位取得を目指せます。
▶出願期間：３月16日㈫

必着

▶資料請求・問合せ：放送大学富山学習センター
（富山県立大学内） ☎0766-56-9230
〒939-0311

射水市黒河5180

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

く ら し

ご存じですか？
ひとり親家庭等の支援制度
こども課子育て支援係
（⑩番窓口）☎ １･００６

10
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児童手当・特例給付
２月の振込み
こども課子育て支援係
（⑩番窓口）☎ １･００６

●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、下校後の児童の生活指
導が困難なこと
●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までお
申し込みください。
●入所決定 ３月中旬
※家庭 の 状 況 な ど を 審 査 し 、
入所の可否を個別にお知ら
せします。

※労働者、事業主を問わず相談可能

２月は児童手当・特例給付
（ ～１月分）の支給月です。
振込通知は送付しないため、通
帳記帳でご確認ください。
●振込予定日 ２月 日㈬
●金額（月額）
▼３歳未満
１５０００円
▼３歳～小学校修了前
第１・２子
１００００円
第３子以降
１５０００円
▼中学生
１００００円
▼所得制限世帯（特例給付）
５０００円

市役所３階 ミーティングルームＡ

総合労働相談

放課後児童クラブ（学童
保育）の入所申込み

無料

18日㈭ 13時半～16時

☎076-441-0432

市役所３階 都市計画課

富山県社会保険労務士会

随時

☎23-1031

住宅相談

都市計画課建築住宅係

市役所１階福祉相談室

☎24-2255

18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

☎22-0318

魚津緑ケ丘病院

※50人未満の事業所対象

20日㈯ 10時～12時

魚津地域産業保健センター

心の健康相談（要予約）

魚津神経サナトリウム

☎23-1093

13日㈯ 10時～12時

認知症相談（要予約）

市役所１階福祉相談室

魚津市地域包括支援センター

16日㈫ 14時～15時

※ケアマネジャーの同伴可

☎076-431-9332

※コロナ対策のため、予約制

１･０７９

税理士記念日
税務相談

市役所１階市民相談室

富山県司法書士会

ありそドーム研修室

10時～15時

６日㈯

「相続登記・遺言・後見」相談

こども課保育係
（⑪番窓口）☎

入所を希望される方は入所
申請書を提出してください。

北陸税理士会魚津支部
（岩城）

☎０７６ ４･７６ ６･７１７

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

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

歳以下の児童を養育して
いるひとり親家庭、父または
母に重度の障がいがある家庭
や、父母にかわって児童を養
育している家庭に対する支援
制度があります。制度を利用
されるときは手続きが必要で
す。また、その他要件や所得
制限がありますので、担当ま
でお問い合わせください。
▼児童扶養手当
児童の健やかな成長を願っ
て、ひとり親家庭等に支給さ
れる手当です。
▼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、母、養育者が医
療機関で受診した場合の保険
診療自己負担分を助成しま
す。

19

●日時 ２月 日㈬
午前 時～午後４時
●会場 魚津サンプラザ
４階 研修室
24

10

春・夏・冬休み期間の限定利
用や、年度途中からの入所希
望の方も期限までに入所申請
書を提出してください。
なお、入所は低学年を優先
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。

10

23

23

10

23

18

―２月の無料相談会日程―

▶固定資産税
▶国民健康保険税
▶後期高齢者医療保険料

第４期
第８期
第８期

▶介護保険料
▶下水道受益者負担金・分担金

第６期
第４期

23

16

☎ １･０３１
市営住宅
▼道下団地…２戸（４階） 
▼ 六郎丸団地…２戸（１・４階）
▼ 川の瀬団地…３戸（２・４階）
▼天王団地…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・３・４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円
●申込期間 ２月１日㈪～
日㈮

26

ご寄付ありがとうございました
▼社会福祉基金へ
寄付者

住所

魚津市教友会
健康友の会 沖田 崇寛
（故）川崎 敏行
魚津工業高等学校
インターアクトクラブ

金額等

経田西町

10,000円

六郎丸

3,000円

川原

100,000円

浜経田

104,037円

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

３月１日㈪

期限：

じゃんとこいプレミアム
飲食券の使用期限

15

都市計画課建築住宅係

15

商工観光課商工労働係

☎ ６･１９５
じゃんとこいプレミアム飲
食券の使用可能期限は、３月
日㈪までです。３月 日以
降は使用で
きませんの
で、お早目
にご利用く
ださい。
●使用可能
期間
月 日㈪
まで
3

市税等納期限のご案内

23

戦没者のご遺族のみなさまへ
（社会福祉協議会）☎22-8388

▼善意銀行へ
寄付者

住所

金額等

匿名希望

大海寺野

10,000円

匿名希望

大海寺野

30,000円

魚津こども園職員一同

本町

匿名希望

8,000円
10,000円

街頭献血にご協力をお願いします。
２月14日㈰ 10:00～16:00（休憩12:00～13:15）
アップルヒル

つむぎ倶楽部

吉島511

☎22-6006

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。
オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
▶日時：２月４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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戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準
日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦
没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦没者
等の妻や父母など）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
▶対象者：①令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等
援護法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要
件により、順番が入れ替わります。
④上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有し
ていた方に限ります。
▶支給内容：額面25万円（５年償還の記名国債）
▶請求期間：令和５年３月31日（金）まで
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくな
ります。
▶留意事項：特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取
るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が
責任を持って行うことになります。同順位の方が複数いる場
合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていた
だくようお願いします。
問

介護家族の集い

第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか

社会福祉課福祉係（⑧番窓口）

☎23-1005

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

Ｊアラート
全国一斉情報伝達試験

１･０７８

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
☎０７６６ ･ ６･９００

●受講料 無料（テキスト代
など別途）

問

12
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無料

総務課防災係
☎

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難しい場合があります。
ご利用いただく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
いただきますよう、お願いいたします。

とやま就活
キックオフフェア
富山県労働政策課
☎０７６ ４･４４ ４･５５８

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。
「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」では、罰則とし
て「５年以下の懲役または
１０００万円以下の罰金（法
人の場合は３億円以下）」と
定められています。

２月11日㈭は建国記念の日、23日㈫は天皇誕生
日となりますので、魚津市民バスの郊外ルート
（上野方、松倉、坪野、中島、天神、経田－道
下、片貝）は運休いたします。

【ビジネスパソコン・簿記経
理科】
●対象 ハローワークで求職
中の方など（選考あり）
●訓練期間 ３月 日㈬～６
月 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 ２月 日㈮

28

31

26

市民バス 郊外ルート運休

募 集
無料
テクノホール
展示商品・製品の募集

商工観光課商工労働係

２月11日㈭・23日㈫は

29

市民バス 運休情報

県内企業・産業の魅力を伝
える合同企業説明会です。
●日時 ３月２日㈫・３日㈬
①午前９時半～ 時 分 ②
午後０時半～２時 分 ③午
後３時半～５時 分
●場所 とやま自遊館ホール
●対象 令和４年３月卒業予
定の学生、既卒者（令和３年
３月卒業予定の学生含む）、
地震や津波、武力攻撃などの
緊急時に全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）から送られてく
る緊急情報を、確実に皆さまへ
伝えるため、全国一斉情報伝達
試験を実施します。
市内の防災行政無線及び防災
ラジオから、次のとおり放送さ
れますのでご確認ください。
●日時 ２月 日㈬ 午前 時
●放送内容
①上りチャイム
②「これは、Ｊアラートのテ
ストです」×３回
③下りチャイム

常設資源物ステ ー シ ョ ン に

☎23-1380

環境安全課生活交通係

転職希望者、ＵＩＪターン就
職希望者など求職活動中の方
●参加企業 ２１０社（予定
各時間帯約 社）
※参加 に は 事 前 申 し 込 み が 必
要です。「ヤングジョブと
やま」のホームページから
お申し込みください。

23

26

ゴミを捨てないで！
環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎ １･００４

60

☎ ６･１９５
●展示期間 ４月１日㈭～令
和４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
●募集数 ３事業所（先着順）
※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㈮
31

180

11

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

25

17

23
23

20

20

11

20

35

０･９０９

22

上口マルシェ
経田漁港
わいわい市

毎週㈬ 10時半～
毎週㈮ 15時～
毎週㈮
13時40分～14時半
毎週㈬ 10時半～

海の駅蜃気楼

問合せ
魚津の朝市実行委員会
☎22-1200

上町１区会館

経田漁港

（島澤） ☎33-9413
社会福祉協議会
☎22-8388
魚津漁協経田支所
☎22-1105
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「～オーボエ～ ２枚舌もここまで来たら!?」
オーケストラや吹奏楽では重要なソロパ
ートも多い花形の楽器「オーボエ」の魅力
に迫ります。
14:00開演

場所：学びの森交流館

桜ホール

定員：80名（要予約・未就学児不可）
料金：2,000円／１名
出演：池辺  晋一郎、和久井  仁
大野  由加、古俣  友絹
申込方法：電話・メールのいずれかで、
お名前、住所、電話番号を明記
メール
問

※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
もく野菜市は５月中旬まで休業します。
※各市は臨時休業する場合がありますがご了承ください。

13

池辺晋一郎のゆかいなクラシック講座vol.19

日時：２月14日㈰
銀座通り商店街

２月の歩こう会

銀座ワイワイ市

６時半～９時半

２０２０イルミラージュ
ＵＯＺＵ 協賛金募集中

魚津の朝市

毎月第２･第４㈰

会場

イルミラージュＵＯＺＵ実行委員会

学びの森からの早春音楽だより

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。
開催日時

24

９･６２２

―

魚津歩こう会
（明吉）☎

地場産品の販売情報

21

22

１･２００

●日時 ２月 日㈰
午前８時 分に、あいの風と
やま鉄道魚津駅集合
●内容 滑川・宿場回廊巡り
ウォーキング
●参加費 一般５００円（保
険料：会員は無料）

新 型 コロ ナ ウ イ ル ス
感 染 症 予 防 の た め
中 止

天神文化ＳＣ スポーツ
チャンバラ大会 中止

天神公民館

☎ ７･１７９
３月７日㈰開催予定でした
が、コロナのため本年度は中
止します。

―

20

☎

魚津駅前を中心に、イルミネ
ーションで装飾しています。
●期間 ２月 日㈰まで
午後５時～午前０時半
●場所 魚津駅前ロータリー
周辺
●協賛金 企業 一口１万円、
個人 一口１千円より募集して
います。

28

31

催 し 物

2 20

☎

27

春のもくもく
フリーマーケット

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。
●日時 ３月７日㈰
午前９時～正午
●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 １０００円
（電源使用料５００円）
※注意 事 項 な ど 詳 細 は お 問 い
合わせください。
2

m_ongakusai@yahoo.co.jp

新川学びの森天神山交流館
☎31-7001

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

魚津埋没林博物館

ミラージュランド

☎22-1049

☎24-6999

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」
きれいなシーグラスを使ったフォトフレーム制作などを
つくり、海洋ごみについて考えよう。
日時：２月21日㈰

▶ミラージュランド前売りのりもの券販売
３月20日㈯のオープンから使えるお得な前売りのりもの
券を販売します。ぜひご利用ください。
販売期間：２月６日㈯～３月19日㈮

10:00～11:00

販売場所：魚津サンプラザ  １Fインフォメーション

場所：埋没林博物館

ミラージュハウス

対象：小・中学生～一般

特別
価格

定員：20名（要予約・申込順）
参加料：300円

▶写真展「魚津ナチュラルギャラリー21」開催中
魚津の自然、きれい、ふしぎ、おもしろい！
期間：４月18日㈰まで
場所：３階企画展示室（有料エリア内）

▶第６回上中島写真コンテスト
上中島地区で撮影された美しい風景の写真を展示します。
期間：２月１日㈪～２月28日㈰

通常、50枚綴

7,500円のところ

50枚綴

5,000円で販売！

[特典] 大観覧車無料券２枚付。２月６日㈯・７日㈰、魚津サンプラ
ザで購入の先着100名にはミラたん焼きを２個プレゼント！

▶ふれあい牧場フロンティア
営業時間：10:00～15:00（要予約）
問合せ：ふれあい牧場フロンティア
担当  中村（☎090-6195-2865）
※予約はお電話にてお願いします。

場所：埋没林博物館無料エリア

▶早月川パークゴルフ場の年間パスポート販売中

▶休開館日のお知らせ

販売料金：14,500円（１年間有効）

次のとおり休館します。11日（木・祝）は開館しています。

販売場所：ミラージュハウス

期日：４日㈭、18日㈭、25日㈭

※顔写真（縦３㌢×横２㌢）の持参が必要です。

魚津水族館
９:00～17:00（入館16:30）

ありそドーム

☎24-4100

▶魚津水族館にまつわる写真・エピソード募集！
現在の３代目魚津水族館は1981年（昭和56年）に誕生
し、今年40周年を迎えます。魚津水族館にまつわる写真
やエピソードをみなさまから募集します。
募集期間：２月28日㈰まで
募集内容：1981年～2020年の写真・エピソード

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（１月13日現在）
４日㈭
６日㈯
７日㈰

17:00まで
18:00まで

20日㈯
21日㈰
28日㈰

18:30まで
18:00まで

応募方法：魚津水族館へメールまたは郵送
Mail

suizoku@city.uozu.toyama.jp

郵送

〒937-0857

魚津市三ケ1390

魚津水族館あて

※写真など返却希望の方は、返信用封筒を同封ください。

▶冬期休館日のお知らせ
期間中の月曜日は休館となります。
期間：３月15日㈪まで

▶臨時休館日のお知らせ
館内メンテナンスのため、期間中は臨時休館します。
期間：２月16日㈫～19日㈮

＼ 市内の中学生以下は入館無料 ／
高校生以上の方は“３回の来館で元が取れるお得なパス
ポート”を作って水族館へＧＯ！

冬期休業の施設
▶ミラージュランド
期間：３月19日㈮まで
問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

☎24-6999

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

☎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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
また、各施設の営業時間についても変更となる可能性があります。

2021-２
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魚津市立図書館

休 館 日

開館時間

２月１日㈪、８日㈪、15日㈪～19日㈮、

☎22-0462

９:00～20:00

22日㈪

※土・日・祝は17:00まで

※２月のおはなし会はお休みします。

新着図書 『藤井聡太のいる時代』（朝日新聞将棋取材班／著）、『オルタネート』（加藤シゲアキ／著）、
『雪に撃つ』（佐々木譲／著）、『小学生なら知っておきたいもっと教養366』（齋藤孝／著）

▶話題の一冊

著／嶋田泰子

絵／岡本順

『カラスのいいぶん』 出版／株式会社童心社
身近な鳥のカラスは、ゴミを散らか
す、黒くて不吉というように何かと
悪いイメージがありますが、本当は
どんな鳥なのでしょう。カラスを愛
してやまない著者が、縄張り争いの
厳しさ、子育ての苦労など、意外と
知られていない実態をユーモラスに

▶図書館シネマ倶楽部
家族と幸せな日々を送っていたタムは、突如がんで余命２
週間と宣告され、絶望していた。とある移植手術がきっか
けで延命に成功したタムだが、そのことで驚異的な身体能
力が身に付いていることに気づく。力を持った者の責任と
家族との狭間で揺れる姿を描く新感覚ヒーローアクション
です。
日時：２月14日㈰

14:00～（開場13:40）

作品：「マン・オブ・スウィッチ」（本編113分）

解説します。嫌われ者カラスのイメ

▶ふるさと歴史講座

ージを変えてくれる一冊です。

日時：３月６日㈯

▶臨時休館日のお知らせ

演題：「魚津城跡の発掘調査について」

蔵書点検のため、次のとおり休館します。なお、返却は返

ほか多数

10:30～

講師：魚津市教育委員会

却ポストをご利用ください。ただし、CD・DVDは破損の

学芸員

的場  茂晃

いずれの企画も、会場は図書館２階視聴覚室で、
定員30名（先着順）、参加無料です。

原因になりますので、休み明けに返却してください。
期間：２月15日㈪～19日㈮

開館時間

新川学びの森天神山交流館

９:00～22:00（木曜休館）

☎31-7001

▶市民のためのクラシック講座
「音楽でつづる絵本の世界～朗読コンサート～」
“人魚姫”“スーホの白い馬”“ブレーメンの音楽隊”な
ど、グリム童話やアンデルセン童話、教科書でも親しんだ
名作を、楽器の生演奏でコラボレーションします。親子・

川村文乃

ご家族でぜひお楽しみください。
日時：２月28日㈰

デルゲルマー

14:00開演

場所：学びの森交流館  桜ホール
料金：1,000円（高校生以下500円）
定員：80名（要予約）
出演：川村文乃／ハープ
デルゲルマー／馬頭琴
比嘉祥人／クロマティック・ハーモニカ
新崎誠実／ピアノ
大野由加／朗読・案内役
申込み：電話・メールのいずれか
TEL

31-7001

Mail

manabi-t@nice-tv.jp

※氏名、人数（一般・高校生以下）、電話番号を明記して
申込みください。

15
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比嘉祥人

新崎誠実

大野由加

▶休開館日と営業時間変更のお知らせ
11日（木・祝）

開館

15日㈪

振替休館

１日㈪、８日㈪、22日㈪

13:00～22:00

14日㈰、28日㈰

９:00～17:00

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
また、各施設の営業時間についても変更となる可能性があります。

がん検診は２月27日㈯まで
今年度最後のご案内です。検診期間終了間近は混み合いますので、お
早めの受診をおすすめします。
◆申込先は、指定医療機関です。事前に予約してから受診しましょう。
◆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。
持ち物：受診券、検診料金、保険証

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

健康相談会

一般医
２/７㈰
2/11(木・祝)

応募御礼

2020ミラたん健康ポイントには、1,460通の応募がありました。
UO！VEGEキャンペーンには、41通の応募がありました。
抽選の結果、当選された方へ個別に記念品のご案内をします。

２月は生活習慣病予防月間
2021年のテーマは「しっかり休養！からだとこころのリフレッシュ」
です。日中は動いて昼夜のメリハリをつけ、健康な食事で免疫力をア
ップしましょう。

２/28㈰
３/７㈰

☎22-0122

山岸産婦人科医院
上村木

☎24-5878

新川病院
住吉

☎24-3800

桝﨑クリニック
北鬼江

☎22-8800

平野クリニック
本江

☎23-5230

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
２/７㈰

加藤歯科医院
上市町法音寺 ☎076-473-1182

2/11(木・祝)

川口歯科医院
立山町前沢新町 ☎076-464-1166

２/14㈰

歯科Mｙクリニック
立山町前沢 ☎076-463-6480

２/21㈰

岩峅歯科医院
立山町宮路 ☎076-483-1118

2/23(火・祝)

山本歯科医院
上市町西中町 ☎076-472-0117

２/28㈰

医療法人社団佐伯歯科医院
上市町法音寺 ☎076-472-0330

３/７㈰

マキノ歯科医院
立山町草野 ☎076-463-0269

救急・時間外診療
▶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（土曜除く）
９:00～12:00、14:00～17:00
【場所・問合せ】
黒部市民病院 ☎54-2211

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載の健診等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
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魚津市健康センター……………………………………………☎２４・３９９９

「そのままの血圧で大丈夫？いいえ、大丈夫じゃないかもしれません
～あなたに知ってほしい血圧の話～」（定員20名）
◆上の血圧130以上または下の血圧80以上の方におすすめです。
日時：３月10日㈬ 13:30～14:45（受付13:00～）
持ち物：筆記用具、老眼鏡  など
会場・申込み・問合せ：健康センター

2/23(火・祝)

新角川

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）☎２４・３９９９

健康づくりイベント第３弾

２/21㈰

宮本内科小児科医院

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……☎２４・０４１５

◆検査数値の異常（肥満、高血圧、高血糖、脂質異常など）がある方
◆特定保健指導の利用券が届いた方
  （メタボリックシンドローム予備群及び該当の方） など
上記でお悩みの方は、ぜひ相談会へお越し下さい！生活改善のちょっ
としたコツをお伝えします。
日時：平日８:30～17:15（※予約制で、相談時間は30～60分です）
会場・申込み：健康センター（希望日時の前日までに要予約）

2020ミラたん健康ポイント
＆UO！VEGEキャンペーン

（９:00～17:00）

２/14㈰

市民の方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、今年度中に満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）
※過去に予防接種を受けた方は、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

休日当番医

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母

インフォメーション

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。

受付時間

開所時間等

健

（かづみ認定こども園内）
吉島132（☎23-2225）

査

子育て支援センター
「にこにこ」

診

（魚津市健康センター内）
吉島1165（☎24-0415）

＜のびのび広場＞
平日 ９:00～11:30、13:00～15:30
＜赤ちゃん広場＞
日時：２月17日㈬ ９:30～11:00
対象：生後６か月までの赤ちゃんと
その家族

康

子育て支援センター
「のびのび」

＜にこにこ広場＞
平日 ９:00～12:00、13:00～15:00

▶会場

室

〇麻しん・風しん混合 第２期 … 保育園・幼稚園年長相当のお子さま
〇ジフテリア・破傷風 第２期 … 小学６年生相当のお子さま

パパとママの育児教室（オンライン講座）

親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？
未就学児とその保護者なら誰でも自由に参加できます。
開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
開催日
ひばり…月曜日 つばめ…火曜日 すずめ…木曜日
ひばり（六郎丸）
☎23-0500
１日㈪

豆まき

８日㈪

プチシアター

15日㈪

音遊び

22日㈪ 作ってあそぼう

17

広報うおづ

2021-２

つばめ（新金屋）
☎23-5133
２日㈫

おにごっこ

エアポリン

13:00～13:50

２/19㈮
10:00～（予約制）

▶もぐもぐ教室（栄養相談）
対 象 生後９～10か月児とその家族
２/12㈮
10:00～（予約制）

▶フッ素塗布
※１歳６か月児健診で申込まれた方
対 象 事前にご案内した児
実施日 ２/12㈮
受付時間 13:00～13:30
対 象
実施日
受付時間

事前にご案内した児
２/18㈭
13:00～13:30

おてんばむすめ

すずめ（北鬼江）
☎23-0522
４日㈭ 作ってあそぼう

９日㈫ わらべうたあそび 18日㈭
16日㈫

歯 科

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

実施日
開始時間

実施日
開始時間

◆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。
◆市外で接種を希望する場合は、健康センターへご相談下さい。

日時：２月20日㈯ 10:00～12:00（１週間前までに要予約）
申込み・問合せ：健康センター
※Web会議サービス「Zoom」を用いて行います。詳しくは市HP
の子育て応援サイトをご覧ください。

12:45～13:00
13:15～13:30

▶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

市内指定医療機関（要予約）

＜接種期限が３月31日㈬までのワクチン＞

第１子
第２子以降

▶１歳６か月児健診
対 象 令和元年６月21日～令和元
年７月31日生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ２/９㈫
受付時間 13:00～13:45

受付時間

教

予防接種のご案内
予診票、母子健康手帳、保険証

健

▶３歳児健診
対 象 平成29年７月８日～平成29
年８月19日生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ２/24㈬

◆詳しくは、魚津市子育て応援サイト、かづみ認定こども園HPで
ご確認ください。

▶持ち物

保

▶４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 ２/３㈬、３/３㈬

子育て支援センター

名称・連絡先

子

持ち物 母子健康手帳
会 場 健康センター

感覚遊び

25日㈭ おひなさま作り
－

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。

３歳
たなか

田中

ゆずき

柚希ちゃん

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載の健診等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

地域のイベント情報をお寄せください
23-1015 FAX 23-1076
info@city.uozu.lg.jp
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映画「大コメ騒動」公開記念
25～ 図書館「魚津の米騒動」展

Uozu News
12

―まちの出来事―

市外企業向けに旧村木小を整備
22 トライアルオフィス内覧会

※展示期間は２月14日㈰まで

映画「大コメ騒動」の公開を記念し、図書館で

市外からのサテライトオフィス（＝企業の本拠

は「魚津の米騒動」に関連した企画展が行われて

地から離れた場所に設置する小規模オフィス）を

います。パンフレットなどでも登場した“漁師の

誘致するため、トライアルオフィスを旧村木小に

弁当箱”や、映画の本編で使用されたセリフの元

整備しました。市内での雇用創出やリモートワー

ネタとなった書籍“証言米騒動”など22点が展示

クなどの多様な働き方を推進し、女性や若者の地

されています。担当者は「米騒動、聞いたことは

域定着を目指しています。１月に施設を利用した

あるけど実はあまり知らない方もいらっしゃると

事業者からは「広いスペースで、ネットワーク環

思います。この機会を通じてたくさんの人に知っ

境も完備され、効率よくリモートワークができま

てもらいたいです」と期待を込めて話しました。

した」との声が寄せられています。

１

首都圏在住者を対象に
14 移住・定住セミナーを開催

12

年末限定の“水のない埋没林”
28 埋没林博物館 樹根清掃

首都圏からのUターン希望者や魚津での暮らし

埋没林博物館では、年末恒例行事となっている

に興味のある方などを対象とした「なんのせいっ

樹根清掃が行われ、職員が根についた汚れを丁寧

ぺんきてみっしゃいセミナー」がオンライン上で

に洗い落していました。普段は、地下水を利用し

開催されました。魚津での暮らし方に関する質問

て水中展示していますが、年１回のこの日だけ水

コーナーでは、参加者から“仕事の有無”“住環

をすべて排出して清掃するため、埋没林を生で見

境”“地域との関わり方”などについての様々な

ることができます。訪れたお客さんは「水中にあ

質問が寄せられました。先輩移住者（ゲスト）と

る根っこを見るよりも迫力があって驚きました。

して参加した地域おこし協力隊が、体験談を交え

貴重な場面を見ることができて良かったです」と

ながら、本音で質問に答えていました。

笑顔で話されました。
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攻 略ガイド

つくるＵＯＺＵV

ol.

プロジェクトで誕生した魚津産オリジナルゲームをご紹介！

6

つくるUOZU GAMES

喰人記

令和２年度の取り組みを振り返ります！
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
により、開催形式をオンラインにするなど、内容を
変更しながら、様々な取り組みを進めてきました。
令和３年度も「ゲームのまち魚津」を目指して、
粘り強く取り組んでいきますので、引き続き応援よ

人喰いの怪物と死にたが
りの少女。二人の奇妙な
交流を描く伝奇オムニバ
スノベル
▶対象／13歳以上
▶対 応 機 種 ／ PC
Steamにて、2021年初頭
▶販 売 価 格 ／ 1 , 2 8 0 円
リリース予定！
▶開 発 者 名 ／ す こ や か メ テ オ

ろしくお願いします！
このほか、取り組みの詳細
は H Pを ご 覧 く だ さ い 。
プロジェクトPR動画は
Y o u T u b eで 公 開 中 ！

令和２年度の
主な取り組み

広 報うおづ
隔 月連載開始

R２.４月

６月

UOZUゲ ー ム ジ ャ ム

UO ZU GA ME
BOOT CAMP2020

７月

９月

UOZUキッズ
プ ロ グ ラ ミ ン グ 体 験 教 室 R３.１月

東京 ゲ ー ム シ ョ ウ 2 0 2 0
オン ラ イ ン 出 展

11月 U O Z U ゲ ー ム ジ ャ ム - Wi n ter - ３月
プ ロ ジ ェ ク ト PR 動 画 完 成

編集後記
魚津市に大雪警報が発表され、富山市では35年
ぶりに積雪が100センチを超えるなど、記録的な大
雪は、生活に大きな影響を与えました。出勤前に
スコップで雪かきして道をつくり、帰宅してまた
雪かきをされた方も多いと思います。（数年ぶり
の重労働で翌日の筋肉痛も、もれなくついてきま
した） 今月号の表紙は雪をテーマにしました。
子どもたちにとって、降り積もった雪は絶好の遊
び場のようで、どの子も体ごと雪に突っ込み、楽
しそうでした。膝まで積もった雪に苦戦しながら
シャッターを切り、冬を満喫する子どもにはなれ
ない、春が待ち遠しいカメラマンでした。（山）

ひろせ

広瀬

のぶこ

信子さん

（89歳・上中島地区）

運動好きな広瀬さん。
日課をお聞きすると「毎
週決まった日に、地区内
の友人と一緒にバスに乗
って、サンプラザの介護
予防倶楽部に行くことか
ね。同じ年代のみんなで元気に体動かして楽しん
でいます」と話されました。このほかにも、銭湯

市の人口

に行ったり、季節になると、散歩のついでに趣味

住民基本台帳調べ（外国人含む）

の野菜作りをしたりと、のびのびとした生活を送

（令和２年12月末現在） 前月比 前年比

男

20,124人

－15

－150

女

21,100人

－38

－298

計

41,224人

－53

－448

＋１

＋62

世帯数 17,066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

られているそうです。
健康の秘訣は「適度な運動と人とのコミュニケ
ーションが大事やと思っとるちゃ」と教えていた
だきました。これからもますますお元気で。

２ 月号

2021 №903

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

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/
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