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ありがとう

総合体育館

昭和50年、落成式で行われた体操競技模範演技大会の様子。
（２ページに総合体育館、閉館のお知らせ）
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魚津市スポーツ少年団

団員募集

▼問合せ

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。

スポーツ初心者や体験入団
も歓迎で、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。

魚津市スポーツ少年団には
野球や水泳をはじめとする
種目 団が登録され、４７９
名（令和２年度）の団員が登
録しています。

15

魚津桃山運動公園
☎ ０･０７７

２
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日本風景街道（蜃気楼ロード）

ミニマラソン開催
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公共施設再編方針に関すること
公共施設再編推進室
☎ １･２５７
ありそドームや体育館の
活用に関すること

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、例年開催し
ている魚津しんきろうマラソ
ンの代替大会として、日本風
景街道（蜃気楼ロード）ミニ
マラソンを開催します。

▼期日 ４月 日㈰
▼会場 ありそドーム発着
▼申込締切 ３月 日㈯
※３月 ９ 日 ㈫ ま で は 、 市 内 在
住者先行受付期間です。
詳しくは実行委員会の を
ご覧ください。

定員

年の歴史に幕

総合体育館 閉館
生涯学習・スポーツ課スポーツ係
☎ １･０４６

総合体育館は昭和 年の開館以来、
年間の長きにわたり魚津市のスポー
ツ活動の拠点としての役割を担ってき
ましたが、令和３年３月 日をもって
閉館することになりました。
人口減少や少子高齢化が進み、市の
財政状況も厳しさを増しており、現在
の公共施設をこれまでと同様に維持し
続けることは難しくなっています。

日本風景街道（蜃気楼

６･５５０

※参加は県内在住者に限ります

▼問合せ

HP

ロード）ミニマラソン実行委員会

☎

今後はありそドームや、各地区の学
校・公民館などの体育館を活用し、ス
ポーツの振興に努めてまいります。
市民の皆様にはご不便をおかけする
面もあると思いますが、ご理解を賜り
ますようお願い申し上げます。

資格

このような中「魚津市公共施設再編
方針」において、施設の老朽化の状況
や耐震性の問題、建替えなどにかかる
今後のコストなどを考慮し、将来に過
度な負担のない、公共施設や行政サー
ビスのあり方を検討した結果、令和２
年度末で総合体育館を閉館することと
なったものです。
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※温水 プ ー ル 、 吉 田 グ ラ ウ ン ド 、 弓 道
場は引き続き利用できます。

参加料 スタート

46
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申告書の作成相談を行っています

国税庁ＨＰ
確定申告書等作成コーナーも

魚津市役所での

税の申告は３月15日㈪まで！

ご利用ください

■申告書の作成相談会

■皆さまへのお願い

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３階大会議室
▶必要なもの：
①収入を証明するもの（源泉徴収票など）
②収支内訳書（農業・不動産などの収入がある方）
③控除を証明するもの（国民年金などの社会保険料、
生命保険料等の控除証明書など）
④医療費控除の明細書（医療費控除を受けられる方
※病院などの領収書だけでは受付できません）
④マイナンバーカード（お持ちでない方は通知カード
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）
⑥印鑑（朱肉使用のもの）

▶本年は次の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ています。ご理解とご協力をお
願いします。
・来庁者の方のマスク着用、消毒液の利用、検温
・職員のマスク着用と相談窓口のアクリル板設置
・37.5度以上の発熱がある方や、咳などの症状がある
方などは入場をご遠慮ください。無理せず後日あら
ためてご来場ください。

■「利用者識別番号」が必要です
（市役所で確定申告書を作成する場合）
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、申告相談会場
で新規に取得することができます。

▶申告会場の混雑を避けるため、「医療費控除の明細
書」「収支内訳書」はあらかじめ作成し、持参してく
ださい。
▶駐車場のスペースが限られているため、できるだけ
公共交通機関の利用や相乗りでの来庁にご協力くださ
い。また、相談窓口は週明けや午前中が混雑し、お待
たせする場合がありますがご了承ください。
▶魚津税務署で申告される場合は「入場整理券」が必
要です。「入場整理券」の配布状況に応じて後日の来
場をお願いすることがあります。
※魚津市役所での申告相談は「入場整理券」不要

▶問合せ：税務課住民税係（⑭番窓口）
☎23-1009

ＮＨＫ ＢＳプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」

思い出の場所＆エピソード募集
俳優の火野正平さんが、みなさんから寄せられた「思い出の場所やエピソード」をもとに、
日本全国を自転車で旅する番組です。
2021“春の旅”では、九州の長崎県をスタートし、富山県にも訪れる予定です。
様々な風景や場所に関わるエピソードを募集します。
・何気ない風景
・思い出の風景
・忘れられない風景 ・みんなに伝えたい風景
・音の記憶と重なる情景 など
あなたの応募した場所とエピソードが放送されるかも！
▶問合せ：NHKふれあいセンター

３
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☎0570-066-066

▶放送予定：５月24日㈪ ～28日㈮
▶募集内容：①住所 ②氏名 ③電話番号 ④性別 ⑤年齢
⑥思い出の場所・風景 ⑦場所にまつわるエピソード
▶期限：４月12日㈪必着
▶申込み：〒150-8001 NHK「こころ旅」係
（住所不要）
FAX 03-3465-1327 http://nhk.jp/kokorotabi
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住民票の写し・印鑑登録証明書

注意事項

１･０７５

利用できる時間

市民課市民係
（②番窓口） ☎

必要なもの

3

2021-３

全国のコンビニエンスストアなどに設置の、
多機能端末機（キオスク端末、マルチコピー
機）で証明書を取得できます。

問

「利用者証明用電子証明書」
が記録されたマイナンバーカ
ード（個人番号カード）

※マイ ナ ン バ ー カ ー ド は 、 申
請してから交付までに１か
月程度かかりますのでお早
めにお申し込みください。
交付申請書が手元にない方
や、顔写真を自分で用意す
ることが難しい方は、次ペ
ージ記載の臨時窓口をご利
用ください。

※住民 票 コ ー ド 入 り の 住 民 票
の写しや、発行制限を受け
ている方の証明書は発行で
きません。

午前６時半から午後 時
（土・日曜日、祝日含む）
※年末年始（ 月 日～ 月
日）およびシステムメンテ
ナンス日は除く

23

※利用 者 用 電 子 証 明 書 の 暗 証
番号（数字４桁）をお忘れ
の方は、暗証番号の再設定
が必要です。マイナンバー
カード、本人確認書類（運
転免許証、健康保険証等）
をお持ちの上、市民課②番
窓口までお越しください。

1
利用できる店舗

11

取得できる証明書と手数料

12

全国の多機能端末機設置店舗
（ローソン、セブン‐イレブ
ン、ファミリーマートなど）

３月１日から

▼住民票の写し
▼印鑑登録証明書
ともに１通３００円
※窓口での手数料と同額

コンビニ交付サービスを開始

住民票の写し・印鑑登録証明書の交付を
コンビニエンスストアなどの
多機能端末機で実現

マイナポイントの申込みに必要なもの

１

マイナポイント事業

９月30日まで期限延長！

マイナンバーカード

国のマイナポイント事業が、延長されます
令和３年３月31日までに

マイナンバーカードを申請された方が

対象です。

マイナンバーカード発行時に
設定したパスワード

２

マイナンバーカードをまだ取得されていない方は、
ぜひ申請期間内に申請していただき、マイナポイント
事業をご利用ください！
マイナンバーカード未取得者に対して、オンライン
申請に利用可能なQRコード付交付申請書が順次送付
されていますのでご活用ください。
問

▶「数字４桁」のパスワード
マイナンバーカードの申請時または
受取り時にご自身で設定した数字。

３

申込みするキャッシュレス決済サービス

（ＩＤ・パスワードなどが分かるもの）

総務省マイナンバー
総合フリーダイヤル
総務課行政行革係

☎0120-95-0178
☎23-1019

マイナンバーカード

臨時申請・受け取り窓口を開設
魚津市役所

市民課 市民係（総合案内窓口）

３月６日㈯・20日（土・祝） 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

▶決済サービスIDやセキュリティコード。

▶ご自宅のPCやマイナンバーカードの読み取りに対応し
たスマートフォンから申し込みできます。
▶マイナポイント手続スポットでも申し込みできます。
市役所市民課の特設コーナー、郵便局

ほか

※一度キャッシュレス決済サービスの選択をすると変更
できませんのでご注意ください。
詳しい手続などは総務省のHPをご確認ください。

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。

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
マイナポイント手続スポットの検索もできます。

５
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▶問合せ：市民課市民係（②番窓口）☎23-1075

お医者さんのかかり方を

見直しましょう
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。

▶日常生活の中で「歩く」
時間を増やしましょう

健康保険の資格を
新たに取得した方へ

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
（ 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】
①国民健康保険証
②新たに取得した健康保険証
③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

2
６
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健康保険の資格を
失った方へ

会社を退職するなどして、
健康保険の資格を失った方
は、次のいずれかの健康保険
へ、加入の手続きをしてくだ
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 日以内に申請）
②家族 の 被 扶 養 者 と し て 社 会
保険などに加入
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
【国民健康保険加入に
必要なもの】
①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）
②マイナンバーカード
（又は通知カード）

75

新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をおねがいします

20

生活習慣とお医者さんのかかり方

医療費の節約術
日頃の生活習慣を見直し改善することで、病気にならない健康

市民課医療保険係
（③番窓口） ☎ １･０１１

な体と心をつくりましょう。また、病気にならないために、年に
１度は健康診断を受けましょう。
問

なるべく毎日同じ時間に就
寝、起床しましょう。日中に
適度な運動をしたり、夕食を
早めに済ませたりすることは
快眠につながります。

④十分な睡眠を
心がけましょう

精神的なストレスは、体の
不調や病気につながります。
趣味を楽しんだり、家族や友
人と話をしたりして、自分に
あったストレス解消法を見つ
けましょう。

③ストレス解消法を
見つけましょう

生活習慣を見直しましょう
①食生活を見直しましょう
１日３食きちんと食べるこ
とが基本です。脂っこい料理
と塩分を控え、腹八分目を心
がけましょう。

②適度な運動習慣を
身につけましょう
日常生活の中で「歩く」時
間を増やしましょう。ストレ
ッチや体操をしたり、こまめ
に家事をしたりして、毎日の
生活に体を動かす機会を取り
入れましょう。

23

出典：内閣官房ホームページ

１年に１度、飼い犬の予防接種

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：

3,300円／１頭

４月

14日㈬

４月

15日㈭

４月

16日㈮
４月

18日㈰
問

※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。

実施日

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

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
（旧西布施小学校）

９:25～９:40

天神公民館

９:50～10:05

新川森林組合

10:15～10:40

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

旧大町小学校
（正面玄関）

環境安全課環境政策係（⑫番窓口）☎23-1004

農繁期を迎えるにあたり

ガソリン携行缶の火災事故防止

問

ガソリンなどの貯蔵・取扱いには、充分注意を

富山県東部消防組合
魚津消防署 ☎24-7980

ガソリンの特性

ガソリンの貯蔵・取扱い時の留意事項

▶引火点は－40℃程度と低く、極めて引火しやすい。
▶揮発しやすく、その蒸気は空気より重いので、滞留し
やすく可燃性の雰囲気
が広範囲に形成されや
すい。
▶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。

▶ガソリンは、消防法に適合した容器で購入する。
▶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。容器を地面に直接置くなどして、静電気の蓄
積を防ぐ。
▶容器は、蒸気が流出しないように密栓する。
▶貯蔵や取扱いを行うときは、直射日光を避け、火気や
高温部から離れた場所で行う。また、通風・換気を心
がける。
▶ガソリンを取扱っている周辺で火気や火花を発する機
械器具などを使わない。
▶特にエンジン稼働中の給油は絶対しない。
▶取扱いの際には、開栓前のガス抜き操作など、容器の
取扱説明書の操作方法に従い、こぼれ・あふれなどが
ないよう細心の注意を払う。

▲ガソリン携行缶
一般のご家庭で、100ℓ以上200ℓ未満の
ガソリンを貯蔵・取扱う時は、届出が必要
です。（200ℓ以上は許可が必要です）

７
3
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無料休

に
感じ

憩所「

春を

「みらパーク」に遊びにきませんか？

みんな

のみな
３月1
と」
5日ま
で
月曜日
はお休
み

室内で楽しむミニイベントやワークショップなども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

３月２日㈫

14:00～16:00

３月10日㈬

10:00～11:00

３月14日㈰

10:00～11:00

３月29日㈪

10:30～11:30

内

容

備

考

季節に寄り添う暮らしとヨガ
－春の節句－

「春」をテーマに季節のお話と体を
整えるヨガの時間（草餅とお茶付）

3,000円 要申込
みんなのみなと

つながるパークヨガ

無理な動きの少ないお気楽ヨガ。
天候が良ければ公園で行います。
ご都合が合う日の、どちらか１日
だけの参加でもOK。

500円 要申込
みんなのみなと

「ふれあいベビマ in みらパーク」
乳幼児親子対象

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

700円 要申込
ミラージュハウス

※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！
▶営業予定日 ： ３月４日（木）～６日（土）、 ８日（月）～14日（日） ※３月11日（木）は休業
▶営業時間 ： 10:00～15:00（時間短縮日あり）
問
イベント

EVENT

）から
２０日（土・祝
オープン！
も
ン
ッチ
魚津丸キ
13:30
10:30～

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 ▲Instagram

生涯学習友の会・地区公民館の発表や展示

第９回魚津市生涯学習フェスティバル

桜ホ

午後

の部
ール
にて
スペ
コン
シャ
サー
ル
トあ
りま
す

▶日時：３月14日㈰ 10:00～16:00
▶会場：新川学びの森天神山交流館
▶内容：手芸品の展示、ワークショップなど
●10:00～ 開会セレモニー
書のパフォーマンスとファンファーレ
●11:00～ ステージ発表（桜ホール）
ながめ
魚津の眺フォトムービー、マンドリン・ギター、
ハーモニカ
▶同時開催：学びの森みらい会議「第２回What's 学びの森」
▶問合せ：生涯学習・スポーツ課 ☎23-1045

お知らせ

i nfo

４月から対象者の要件と自己負担額が変更

高齢福祉サービスの変更

当該サービスを利用している方には、案内文を送付しています。
高齢者等配食サービス（自己負担額：１食あたり400円）
▶対象者：食事の確保が困難な世帯うち、①②のいず
れかに該当する方。
①65歳以上または介護認定を受けている方
②身体障害者手帳を所有している方
４月より、住民税非課税世帯のみ対象となります。
おむつ等介護用品支給事業（在宅の方）
▶対象者：現年度住民税非課税の方のうち、①②のい
ずれかに該当する方。
①要介護３以上で
・障害高齢者日常生活自立度B2以上の方
・認知症高齢者日常生活自立度Ⅲa以上の方
・上記以外で常時おむつが必要と認められる方
②障害者手帳１・２級の方で常時おむつが必要と認められる方
本人以外の世帯員の課税状況

自己負担額(上限月額8,000円)

非課税

購入額の１割に相当する額

課税

購入額の４割に相当する額

▶問合せ：社会福祉課高齢福祉係（⑦番窓口）
☎23-1007

※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。2021-３
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大雪のため延期となっていました

イベント

EVENT

令和３年 魚津市成人式

日時：３月28日㈰

イベント

EVENT

新川地域の産業や景観を再発見

新川地域オンライン産業観光ツアー

新成人、保護者（１名のみ）は、事前申込制となる
予定です。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、内容など
を変更する場合があります。
詳細は、HPでお知らせします。

コロナ禍でも実施できる新しいスタイルの「オンライン
産業観光」をぜひご家族でお楽しみください。参加者へは
事前に、放映先企業の商品をお土産として送付します。
▶日時：３月27日㈯ 10:00～12:40（予定）
▶参加費：1,000円 ▶定員：30名（申込順）
▶放映予定コース：石川製麺や黒部峡谷鉄道を含む、
２市２町（魚津・黒部・入善・朝日）の企業をリアル
タイムで配信いたします。

▶問合せ：生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係 ☎23-1045

▶問合せ：（一社）富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ
観光圏協議会（黒部市役所商工観光課内） ☎54-2611

14:00～（開始予定）

会場：新川文化ホール

募

大ホール

公立保育園（６園のいずれか）

臨時保育士の募集

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
（短時間勤務も相談に
応じます）
▶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～令和４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
▶給与：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：採用申込書（HPからダウンロードもで
きます）と保育士証のコピーをそれぞれ１部、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）
９
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☎23-1079

親子がふれあい、子ども・親同士の交流となる場です。
▶日時：毎週水曜日 ９:30～12:30
▶対象：６ヶ月～未就学児とその保護者
▶定員：各センターともに15組（申込順）
▶受付開始：３月８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
※申込みは定員に達するまで随時受け付けます。
▶問合せ：つばめ ☎23-5133 ひばり ☎23-0500、
すずめ ☎23-0522

※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

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
（総合案内窓口）
☎

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。忘れずに手続き
を行ってください。
※ マイナンバーカードをお持ち
の方は 必 ず ご 提 出 く だ さ い 。

井戸水使用・併用世帯の
皆さまへ

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…１戸（３階） 
▼ 六郎丸団地…２戸（１・４階）
▼ 川の瀬団地…２戸（１・３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
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 ３月１日㈪～
日㈬

10
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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、吉島
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

※労働者、事業主を問わず相談可能

上下水道課下水道業務係
１･０３８

市役所３階 ミーティングルームＡ

総合労働相談

魚津市スポーツ競技大会
出場奨励金

１･０４６

生涯学習・スポーツ課スポーツ係

☎

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

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

☎22-0318

魚津緑ケ丘病院

※50人未満の事業所対象

13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

６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

地域包括支援センター
（⑥番窓口）☎ １･０９３
●日時 ３月 日㈮
午後１時半～３時半
●会場 あると４階（魚津緑
ヶ丘病院 併設）
●参加費 １００円

市役所１階市民相談室

社会福祉課高齢福祉係

☎23-1007

市役所３階第４会議室

※市内65歳以上の方又はその家族向け

31

全国大会などに出場するス
ポーツ選手に奨励金を支給し
ます。
※詳細 は 市 の を ご 確 認 く だ
さい。

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

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

13時～16時

23日㈫

高齢者向け法律相談（要予約：３枠）

23

23

27

※参加 希 望 の 方 は 事 前 に ご 連
絡ください。参加の際はマ
スク着用をお願いします。

HP

24

22

19

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、速やかに上下水道
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。

12

23
23

―３月の無料相談会日程―

3,000円

匿名希望

魚津市

100,000円

（社会福祉協議会）☎22-8388

▼善意銀行へ
寄付者

長教寺唱題会
魚津第二こども園
職員一同

住所

金額等

双葉町

13,000円

新金屋

8,000円

松倉もちより市

住所

金額等

観音堂

13,754円

▼地域づくり基金へ
寄付者

（故）中村 紀美子

ひとり親家庭

住所

金額等

本江

100,000円

学習支援

ひとり親家庭などの中学生を対象に、公民
館で学習支援をしています。
▶日時：毎週日曜日 19:00～21:00
▶場所：大町公民館
▶内容：中学生対象。各自持参したテキスト
などを使って、わからない部分などを自由に
質問できます。
▶申込み：こども課で申請書を提出
ボランティア募集中！
週１回２時間程度、公民館などで学習支援
をしてくださるボランティア及びサポーター
（補助）を募集しています。（謝礼あり）
問

こども課子育て支援係（⑩番窓口）
☎23-1006

じゃんとこいプレミアム飲食券
問

使用可能期限は３月15日㈪まで
商工観光課商工労働係

つむぎ倶楽部

☎23-6195

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：３月４日㈭ 10:00～15:00
▶利用料：300円
▶日時：３月20日㈯ 13:30～16:00

11
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23

23

美しい魚津をいつまでも

“ ごみ ”に関するお願い
▶地区清掃のごみなどの回収
地区清掃を行う際には、ごみの分別など必ずルールを守り
ましょう。ごみが混ざった側溝の土砂を出したり、土砂を発
砲スチロールの箱や袋などに入れて出したりすると、廃棄処
理ができません。
回収の申込みは、実施予定日と具体的な回収希望場所を10
日前までに環境安全課へお知らせください。
ボランティア用ごみ袋は、市役所にてお渡ししていますの
で、事前に必要枚数を確認のうえ、取りに来てください。
▶引越しなどによる一時的に大量に出るごみ
地区ステーションに捨てると、他の住民の方の迷惑となる
場合があります。自分で直接処理場に持ち込みましょう。
もやせるゴミはエコぽーと(朝日町)、もやせないごみは宮
沢清掃センター（黒部市）に持ち込んでください。
自分で処理場に持ち込むことができない場合は、専門業者
に依頼してください。依頼先が分からない方は専門業者をご
紹介しますので、環境安全課までお問合せください。
▶ゴミのポイ捨てや不法投棄をやめてください！
山や川、空地へのゴミのポイ捨てや不法投棄が後を絶ちま
せん。心無い行為は地域の方の迷惑です。地区の環境巡視員
の方々が、不法投棄のパトロールを行っています。

※不法投棄は犯罪です。（５年以下の懲役若し
くは1,000万円以下の罰金又はこれを併科）
問

介護家族の集い

ＨＰ

３月

２日㈫ 開会
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

寄付者

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

▼コロナウィルス感染症対策として

３月市議会定例会日程

金額等

魚津市遺児福祉年金制度

住所

六郎丸

議会事務局議事調査係
☎ １･０４１

寄付者

健康友の会 沖田 崇寛

こども課子育て支援係
（⑩番窓口）☎ １･００６

▼社会福祉基金へ

義務教育終了前の児童の父
もしくは母、または養育者が
交通事故や海難事故により死
亡した場合に、遺児の保護者
に対して支給されます。
申請の方法など、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
居住している者
●支給額 遺児１人につき年
額１２，０００円

ご寄付ありがとうございました

環境安全課環境政策係（⑫番窓口）

☎23-1004

※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。

富山県移住・ＵＩＪターン促進課

理工系・薬学部生対象
奨学金返還助成制度
富山県労働委員会事務局
☎０７６ ４･４４ ２･１７２

職場でのトラブル
無料相談会の開催

解雇や雇止め、賃金引下げ、
パワハラなど、労働に関するト
ラブルに悩んでいませんか？
富山県労働委員会では無料相
談会を開催し、あなたのトラブ
ルの解決に向けて、専門の委員
が親身にアドバイスします。
●日時 ３月 日㈯
午前 時～午後３時
●会場 富山県民会館６階
●対象 県内にお住いの労働
者または事業主 予約不要

募 集

お申し込みください。
●日時 ５月 日㈰
午前９時～午後３時半
●会場 富山県総合運動公園
陸上競技場
ｍ・ ｍ・
●競技 ①競走
ｍ・ ｍ・ ｍ・ ｍ・
スラローム・４× ｍリレー
②跳躍 走高跳・立幅跳・走
幅跳 ③投てき 砲丸投・ソ
フトボール投・ジャベリック
スロー・ビーンバック投
●申込締切 ４月 日㈪
※新型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
対策のため「体調管理チェ
ックシート」の提出などが
必要になります。
23

50

100

地域協働課市民交流係

日本語ボランティア募集

800

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㈮

市民バス

一部のルートで

夏時間運行開始

環境安全課生活交通係
☎ １･３８０

日迄）

日迄）の一

月

３月１日から、上野方、坪

月

野、中島ルート（

松倉ルート（

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

をご覧ください。

魚津市民バス時刻表

問

12

広報うおづ

※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。2021-３
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☎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。在学中の申請が必要で
す。詳しくは県の をご覧く
ださい。
●対象者 令和４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

１･００５

第 回富山県障害者スポ
ーツ大会（陸上競技会）
社会福祉課福祉係
（⑧番窓口）☎

11

22

「脳まめなけクラブ」とは？

HP

高齢者を対象にした、脳をいきいきと元気にさ
せるための教室です。
週に１回の教室で、高齢者の方とお話しした
り、「読み書き」「計算」の学習サポートをした
りします。一緒に楽しく活動しませんか？
対象：65歳以下の方
日時：４月16日㈮ 13:30～（２時間程度）
場所：魚津市社会福祉協議会 第１会議室
締切：４月８日㈭

200

☎ １･１３１
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
●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

参加者募集！

31

☎22-8388

魚津市社会福祉協議会

13

歳以上で身体障害者手
帳・療育手帳をお持ちの方、
又は知的障害に準ずる障害を
お持ちの方を対象とする競技
会が開催されます。出場を希
望される方は、社会福祉課へ

脳まめなけクラブサポーター 研修

1500

100

12

23

（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
など

23

400

90

10

21

13

ＨＰ

19

県民カレッジ前期・通年
講座 受講者募集

９･８００

うおづスポラ会員募集
スポラ事務局
（ありそドーム）☎

●受付開始日

催 し 物
春のもくもく
フリーマーケット
もくもくホール
☎

０･９０９

☎23-1031

問

都市計画課建築住宅係

※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。

一般、シニア（ 歳以上）
３月 日㈪～
●時間 午前８時半～
●会場 ありそドーム
※未就 学 児 、 小 中 学 生 の 受 付
は４月に行います。受付開
始日は、クラブ 及び広報
４月号でお知らせします

暖房完備で悪天候でも安心
な屋内フリーマーケット。お
気に入りの一品がきっと見つ
かる！
●日時 ３月７日㈰
午前９時～正午
●会場 魚津もくもくホール

花の森・天神山ガーデン

１･２００

魚津漁協経田支所

県民カレッジ新川地区センター
（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、県民カレッジとや
ま新時代講座『とやまコミュ
ニティ深化コース』『とやま
縦断コース』、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㈰

０･０７７

インドアテニススクール
受講生募集
桃山運動公園
☎

魚津商工会議所内
☎

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。
なお、お越しの際はマスク
の着用をお願いいたします。

※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。
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☎22-1105

わいわい市

13時40分～14時半

経田漁港

毎週㈬ 10時半～

経田漁港

☎22-8388

さい。
郵便：〒937-8555 魚津市
釈迦堂一丁目10番１号
都市計画課建築住宅係
ファックス：23-1066
メール：toshikeikaku@city.uozu.lg.jp

社会福祉協議会

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

（島澤） ☎33-9413

毎週㈮ 15時～

銀座通り商店街

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

「第２次魚津市空家等対策計画」の
案がまとまりましたので、ご意見・ご
提案を募集します。
▶期限：３月５日㈮（必着）
▶意見の提出方法
住所、氏名、連絡先を明記のうえ、郵
便、ファックス、メールでご提出くだ
問合せ
会場
開催日時

広報うおづ
モニター募集

12

第２次魚津市空家等対策計画
パブリックコメント
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。

23
HP

22

22

22

65

10

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。
40

―
地場産品の販売情報
―

企画政策課広報広聴係
☎ 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。
●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９日㈮
20

15

22

21

23

ミラージュランド

新川学びの森天神山交流館
９:00～22:00（木曜休館）

☎31-7001

10:00～16:00（水曜休館）

☎24-6999

▶第２回 What's学びの森？！

▶ミラージュランドオープン！

親子、家族、友人と学びの森を楽しもう♪

ミラージュランドは３月20日（土・祝）、早月川パークゴル
フ場は４月１日㈭から開園します。
※ふれあい牧場フロンティアは３月20日より通常営業時
間に切り替わります。

▶前売りのりもの券販売
オープン日から使えるお得な前売りのりもの券を販売し
ています。ぜひご利用ください。
日時：３月14日㈰

販売期間：３月19日㈮まで

10:00～16:00

販売場所：魚津サンプラザ １Fインフォメーション

場所：学びの森交流館
内容：親子で楽しむワークショップ、青空マーケット、
無料コンサート、ウォークラリー

など

※ワークショップには、事前申込みが必要なものもあり

ミラージュハウス

特別
価格

通常、50枚

7,500円のところ

50枚

5,000円で販売！

ます。詳しくは学びの森HPでご確認ください。
申込み・問合せ：090-8263-5202（柏原）

▶休館日及び営業時間変更のお知らせ
毎週月曜日

13:00～22:00

21日㈰、28日㈰

９:00～17:00

[特典] 大観覧車無料券２枚付。サンプラザで購入の方には、サンプ
ラザ商品券500円分プレゼント！

▶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：14,500円（１年間有効）
販売場所：ミラージュハウス
※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）

☎24-4100

▶うおづの春をつげるホタルイカ

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）

【ホタルイカNEW発光実験】
映像を使った解説のあと、実際に発光体験ができます。
期間：３月20日（土・祝）～５月23日㈰の土日祝（２回／日）
料金：300円（３歳以上・入館料別）

６日㈯

17:30まで

13日㈯

７日㈰

18:00まで

14日㈰

18:00まで

【ホタルイカの生体展示】
キトキト元気なホタルイカを展示します。
期間：３月19日㈮～５月23日㈰
【ホタルイカ写真水槽】
ホタルイカと一緒に写真撮影できる水槽を設置します。
期間：３月19日㈮～５月23日㈰

▶春の企画展「そこが好き！飼育員ゴリ押しハゼゴリ展」

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

富山県のほか、南日本の温かい海に暮らすハゼを展示し

▶早月川パークゴルフ場

ます。川や海底で暮らすハゼのユニークな生態を、ハゼ

期間：３月31日㈬まで

好き飼育員が楽しくマニアックに紹介します。
期間：３月30日㈫～５月24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！

問合せ：（一財）魚津市施設管理公社

☎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

※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状況により変更となる可能性があります。

2021-３
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魚津市立図書館

休 館 日

開館時間

３月１日㈪、８日㈪、15日㈪・16日㈫、

☎22-0462

９:00～20:00

22日㈪、25日㈭、29日㈪

※土・日・祝は17:00まで

※３月のおはなし会はお休みします。

新着図書 『消えた甲子園』（朝日放送テレビ「2020高校野球 僕らの夏」取材班／著）、『おたがいさま』（群ようこ／著）、
『猫がこなくなった』（保坂和志／著）、『おさるちゃんのおしごと』（樋勝朋巳／作）

ほか多数

▶ネットで読書！「うおづ電子図書館」スタート！

▶ふるさと歴史講座

３月31日㈬から、インターネット上の図書館で電子書籍の

日時：３月13日㈯

貸出サービスを開始します。詳しくは図書館ホームページ

演題：「魚津のコレラと闘った阿波加脩造～緒方洪庵、華

でご覧ください。

13:30～15:10

岡青洲、高岡・佐渡家との関わり～」

利用できる方：市内に在住・通

講師：魚津歴史同好会

勤・通学の方

会長

本元 義明 氏

※利用カード登録必須

▶図書館シネマ倶楽部

貸出冊数：５冊まで

福島原発事故の起こった2011年３月11日からの５日間、事

貸出日数：14日間

故の真相を追った新聞記者の視点から、首相官邸と福島、

▶八木光昭先生の文学教室  令和３年度受講生募集
小説を読み解く力を高めて、文学作品を楽しく鑑賞しまし
ょう。
開講期間：５月12日㈬～

東京で暮らす人々の様子に密着します。情報が錯綜する
中、極度の緊張状態にあった人々のリアルな姿を描いたド
キュメンタリードラマです。
日時：３月14日㈰

月２回水曜日に開講

受講料：1,000円／月（テキスト代含む）

いずれの企画も、会場は図書館２階視聴覚室で、定
員30名（申込不要・当日先着順）、参加無料です。

募集期間：４月21日㈬まで
定員：20名（申込順）

魚津埋没林博物館
☎22-1049

14:00～（開場13:40）

作品：「太陽の蓋」（本編130分）

休 館 日

開館時間

３月４日㈭、11日㈭

▶企画展「山にサメ！海からスギ！魚津の化石展」

９:00～17:00（発券16:30まで）
カフェKININAL（木曜定休）10:00～17:00

▶山にサメ！海からスギ！魚津の化石展  特別講演会

る企画展。魚津産のサメの歯や貝の化石も展示します。
期間：３月５日㈮～６月27日㈰
場所：テーマ館内ジオパークコーナー（無料エリア内）

▶ふれあい学習会
  「“うちゅうせん”を見てみよう」
宇宙から降り注ぐ宇宙線を簡単な手作り仕掛け“霜箱”を
使って見てみよう。
日時：３月28日㈰

10:00～11:00

対象：小学生以上
定員：20名（申込順・要予約）
参加費：300円

▶写真展「魚津ナチュラルギャラリー21」
学芸員のレンズを通して魚津の多彩な自然を紹介する写真

15

海スギ？

を紹介しながら、化石の定義や木が化石になるまでを考え

山サメ？

埋没林は化石なのだろうか？魚津で採取された珪化木など

研究者が解き明かす、化石のふしぎ。福井恐竜博物館と富
山大学の化石専門家が埋没林博物館に来館します。木が化
石になる過程や、化石から分かる地球の歴史など、ここで
しか聞けない話題が盛りだくさんの講演会です。
日時：３月27日㈯

14:00～16:00

場所：埋没林博物館 ２階研修室
演題：「珪化木－木が石になる不思議なお話」
寺田 和雄 氏（福井恐竜博物館主任研究員）
「化石から探る地球と生命の歴史」
佐野 晋一 氏（富山大学教授）

展第21弾！

料金：入館料（土曜日のため中学生以下は無料）

期間：４月18日㈰まで

定員：40名（申込順・要予約）

場所：３階企画展示室（有料エリア内）

※博物館HP予約フォームまたは電話で申込みください。

広報うおづ

2021-３

※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状況により変更となる可能性があります。

新型コロナウイルスワクチン接種については、現在、準備を進めてい
ます。準備が整い次第、対象の方に接種券を郵送します。また、ホー
ムページなどでもお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
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）

休日当番医
（９:00～17:00）

一般医
３/７㈰
３/14㈰
3/20(土・祝)
３/21㈰
３/28㈰
４/４㈰

①まずは、クーポン券と身分証を持って、抗体検査を受けましょう。
（職場検診などでも可能な場合があります）
検査結果が陰性の場合は予防接種が必要です。
②陰性の方は、クーポン券と検査結果を持って、予防接種を受けてく
ださい。
※市内外の医療機関で受診可能ですが、事前にご確認ください。
※クーポン券の再発行などは健康センターへ問合せください。

吉島

☎22-8825

魚津病院
友道

☎24-7671

大﨑クリニック
寿町

☎23-1001

青山内科
仏田

☎25-0250

かごうら皮ふ科クリニック
吉島

☎23-6060

マキノ歯科医院
立山町草野 ☎076-463-0269

３/14㈰

幾島歯科医院
立山町前沢 ☎076-463-1900

3/20(土・祝)

荒井歯科医院
上市町若杉新 ☎076-473-3110

３/21㈰

前川歯科クリニック
立山町利田 ☎076-462-8118

３/28㈰

モズミ歯科クリニック
舟橋村舟橋 ☎076-464-2540

４/４㈰

佐渡歯科医院
舟橋村竹内 ☎076-462-0648

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。

2021-３

広報うおづ

16

魚津市健康センター……………………………………………☎２４・３９９９

風しんの公的な予防接種を受ける機会が無かった上記の方を対象に、
昨年度から今年度にかけてクーポン券を発送しています。

吉島内科クリニック

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）☎２４・３９９９

昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性が対象です

☎22-8888

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……☎２４・０４１５

風しん抗体検査・予防接種のお知らせ

本新町

３/７㈰

健康づくりイベント第４弾
「あなたの知らない腎臓の世界」
日時：３月15日㈪ 13:30～15:00（受付13:00～）
場所：ありそドーム 研修室
定員：30名
講師：富山ろうさい病院 腎・高血圧科部長 絹野 裕之 先生
内容：腎臓の病気と腎臓を守る生活習慣について

いなば小児科医院

歯科医

健康相談会
◆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
◆検査数値を改善したい方
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９:00～16:00（※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）

み ん なの 保 健 室

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

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。

査

（かづみ認定こども園内）
吉島132（☎23-2225）

診

子育て支援センター
「にこにこ」

＜のびのび広場＞
平日 ９:00～11:30、13:00～15:30
＜赤ちゃん広場＞
日時：３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

（魚津市健康センター内）
吉島1165（☎24-0415）

健

開所時間等

子育て支援センター
「のびのび」

教
室

＜子どもの予防接種週間

▶会場

市内指定医療機関（要予約）

３月１日㈪～７日㈰＞

魚津市では、学校での集団接種は無く、全て医療期間で実施します。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。
◆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。

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
つばめ（新金屋）
☎23-5133

ボール遊び

２日㈫

８日㈪

新聞紙遊び

９日㈫ 昔ながらの遊び 11日㈭

ふれあい遊び

15日㈪

運動遊び

16日㈫ ちょこっとシアター 18日㈭

トランポリン

22日㈪

シール遊び

2021-３

サーキット

実施日
開始時間

３/19㈮
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
実施日 ３/12㈮
開始時間 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 ３/12㈮
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
３/18㈭
13:00～13:30
家族癒しの四男♡

すずめ（北鬼江）
☎23-0522

１日㈪

広報うおづ

健康相談会

科

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

歯

◆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。
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13:00～13:50

▶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

予診票、母子健康手帳、保険証

23日㈫

▶１歳６か月児健診
対 象 令和元年８月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ３/９㈫
受付時間 13:00～13:45

受付時間

予防接種のご案内

ひばり（六郎丸）
☎23-0500

健

▶３歳児健診
対 象 平成29年８月20日～平成29
年９月30日生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ３/24㈬

＜にこにこ広場＞
平日 ９:00～12:00、13:00～15:00

◆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 ３/３㈬、４/７㈬
受付時間 第１子
12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15

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

４日㈭

25日㈭

新聞紙遊び

遊戯室遊び

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。

10か月
ありさわ

有澤

きよはる

清春くん

※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

Uozu News

―まちの出来事―

きざ

２

カノコユリ培養実験に兆し
12 後輩たちへ技術継承（入善高校）

１

第58回技能五輪全国大会
25 北陸能開大生が報告会

市の花“カノコユリ”の球根にり患するウイル

昨年11月、愛知県で開催された第58回技能五輪

スを取り除くため、平成30年から入善高校農業科

全国大会に出場した北陸職業能力開発大学校の学

で培養実験を行っています。昨年末に培養した苗

生２名が報告会を行いました。企業からの出場

では、初めてウイルスの除去に成功したことが確

が多いこの大会で「機械製図」職種にエントリー

認されました。この日は、３年生が２年生へこの

し、組立図をもとに部品図を製図する問題に取り

培養方法の引継ぎを行いました。担当教諭の浅井

組みました。惜しくも入賞には至りませんでした

先生は「短期に結果が出るものではありません

が、出場した学生は「企業で活躍する人たちと同

が、生徒たちの研究の希望になれば幸いです」と

じ舞台で競い合うことができ、とても良い経験と

期待を込めました。

なりました」と感想を述べました。

２

水の学び舎ツアー
14 スキーで冬の片貝をまんきつ！

２

関係人口から考える
14 魚津市まちづくりフォーラム2021

“魚津の水循環”をテーマに、関連した場所を

地域に定住している人でも無く、観光客でも無

巡る水の学び舎ツアーが開催されました。今回

い、その地域に多様な形で関わる人を“関係人

は、魚津市の水源から程近く、ゲレンデとなった

口”と呼びます。地域の魅力と幸せなまちづくり

片貝川の上流で、クロスカントリースキーを使っ

をこの関係人口からひも解く、魚津市まちづくり

て散策し、水によって作られる雪景色とその恵み

フォーラム2021が開催されました。ゲストを招い

について学びました。参加者は「ガイドさんの丁

たパネルディスカッションでは「地域外の人を入

寧な解説のおかげで水循環の理解がより深まりま

れてみることで新しい発見ができるかも」「やり

した。スキーを使って歩くこともとても新鮮でし

たいことなどお互いに言い合える関係性が大事」

た」と満喫された様子でした。

などの意見が出ていました。

2021-３
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２

第11次基本計画を答申
18 魚津市総合計画審議会

２

株式会社魚津興産と
15 災害時の支援に関する協定を締結

令和３年度から５年間を計画期間とする「第５

株式会社魚津興産と「災害時における救援物資

次魚津市総合計画第11次基本計画」の策定につい

の供給および一時避難場所の提供に関する協定」

て、９回目の審議会が開催されました。審議会は

を締結しました。この協定により、災害時にサン

各種団体の代表や個人など24名で構成され、これ

プラザ内の一部商品を救援物資として、会議室な

まで約１年半にわたって、協議を重ねてきまし

どの空室を一時的に避難場所としてご提供いただ

た。今回は、基本計画最終案の審議を行い、審議

けることとなりました。村椿市長は「課題だった

会から答申を受けました。村椿市長は「具体的な

避難場所の確保にご協力いただき大変心強いで

成果を出せるように取り組んでいきます」と決意

す。安心安全な魚津市を一緒に作っていきましょ

を述べました。

う」と謝辞を述べました。

編集後記
昔から暑いより寒いが苦手な私にとっては、よ
うやくストレスフリーな季節がやってきました。
まだ肌寒さは残りますが、道に積もった雪は気づ
けばほとんど無くなっていたり、フライング気味
に蜃気楼が発生したりと、少しずつ春らしさを感
じられるようになった気がします。
４月からは、今後10年間の市政運営の根幹とな
る第５次魚津市総合計画がスタートします。10年
後の魚津市が魅力あるまちであり続けるために、
計画に基づきしっかり役目を果たしていきたいと
思います。（ほ）

おかもと

岡本

やすこ

安子さん

（91歳・大町地区）

お話好きな岡本さん。
日々の楽しみは、決まっ
た時間に近くの銭湯へ行
って、ご近所さんとおし
ゃべりすることだそうで
す。「何のせ元気でおる
ためには、外に出て人としゃべることが大事。頭
使うことにもつながるし、昔からずっとそうしと

市の人口

るんよ」と健康の秘訣を話されます。

住民基本台帳調べ（外国人含む）

家族の話になると「息子は気を遣って料理持っ

（令和３年１月末現在） 前月比 前年比

男

20,130人

＋６

－134

女

21,075人

－25

－307

計

41,205人

－19

－441

＋18

＋76

世帯数 17,084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

てきてくれるし、娘はいろんな場所へ連れてって
くれるし、退屈なく毎日楽しく生活しとるちゃ」
と笑顔で教えてくれました。これからもますます
お元気で。

「生で見る演劇と映像で見るそれはまる
で違います。演劇鑑賞の魅力をいろんな
人に知ってもらいたい」と話すのは、事
務局長を務める大島昭夫さん。今回は、
市内外から演劇好きの方が集まる〝魚津
演劇鑑賞会〟をご紹介します。
元々は「都会で行われているような演
劇を魚津でも見たい」と有志が集まった
ことがきっかけで、平成９年に会を設立
し、活動を始めました。現在は約470
人の会員が在籍し、年６回行う例会（演
劇鑑賞）の運営を行っています。例会の
演目は、時代劇や歌舞伎、ミュージカ
ル、時にはコメディなど、会員の希望を
取り入れながら決めています。
一方で「演劇をただ鑑賞するだけでな
く、開催して良かったと思えるように、
会として事前準備や招へいする劇団との
調整もしっかり行います」と活動内容に
触れる大島さん。演目を深く知るための
学習会の開催や当日の舞台荷物運搬、パ
ンフレット販売などの役割分担を決めて
例会を運営しているそうです。もちろ
ん、会員同士の交流も兼ねています。こ
のように運営している理由を伺うと「会
員みんなで舞台を作る会にしたいからで
すね。入念な準備をして、その感動を演
者も含めて舞台全体で共有することが大
切だと考えています。そして、見た後
は、会員自らが感想を家族や知人に伝え
ることで演劇の魅力を広める事にも繋が
ります」と力説されました。
今後の目標は「演劇の魅力を発信しな
がら会を継続することです。当初は約千
人ほど会員がいましたが、現在は半分以
下となっています。入会にご興味があれ
ばお気軽にご連絡ください」とのことで
した。みなさんもこの機会に演劇の世界
を覗いてみてはいかがでしょうか。
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

私の将来の夢は、韓国語の通訳
になることです。私の通訳で、韓
国語を日本語に、日本語を韓国語
に分かりやすく言い換えて、人の
役に立ちたいと思ったからです。
３年ほど前に、韓国のアイドルが
好きになり、それから韓国語の勉強を独学で始めまし
た。今でも自主学習として、韓国語の参考書を読んだ
り、韓国語を書いたりして韓国語の勉強を続けていま
す。韓国語の勉強はちっとも苦にならないので、楽し
く勉強しています。自分の好きなことを生かせる通訳
になれるように、努力を続けていきたいです。

経田小学校

かのん

東

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、魚屋になる
ことです。魚屋になって父の店を
受け継ぎたいです。
魚屋になるためには、漁業につ
いてくわしくなること、魚の知識
を増やすことが必要です。社会科
で水産業について学習しましたが、父からも話を聞い
たり自分で調べたりして、魚屋になるための努力を積
み重ねたいです。そして、たくさんのお客さんに店に
来てもらって、自分が選んだおいしい魚を食べてもら
いたいです。父のように、ぼくもお客さんを喜ばせる
魚屋になりたいです。

叶夢 さん
あずま

５年生

友聖 くん
うらさき

ゆうせい

浦﨑

５年生

迫力満点の舞台演劇
鑑賞してみませんか？

2021 №904

魚津演劇鑑賞会

３ 月号

問合せ：魚津演劇鑑賞会事務局（☎24-6635）平日14:00～18:00
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