
令和３年11月の行事予定

場　所 内　　　容 担　当 資料

1 月 埋没林博物館 「蜃気楼カレンダー写真コンテスト入選作品展」（～12/28） 埋没林博物館

1 月 13：30 市役所　第2会議室 令和3年度第2回魚津市空家等対策審議会 都市計画課

2 火 10:00 市役所大会議室 魚津市民栄誉賞贈呈式及び令和３年魚津市表彰式 企画政策課

3 水 10:00 新川文化ホール 第61回魚津市美術展（～７日）
生涯学習・
スポーツ課

5 金 13:30 委員会室 性の多様性に関する職員研修会 地域協働課

6 土 8:30
片貝川簗場
（落合橋下流）

親子によるプラスチックごみ調査 生活環境課 ○

6 土 9:00
魚津丸キッチン
みんなのみなと（魚津総合
公園）内

うおづのさかな親子体験会～魚津の魚について学ぼう～
「すり身の料理教室」

農林水産課 ○

6 土 9:30 ありそドーム 第１回ミラたんカップ　魚津市ボッチャ大会
生涯学習・
スポーツ課

○

6 土 13:30 ウイング・ウイング高岡 とやまのユネスコ無形文化遺産サミット
生涯学習・ス
ポーツ課

6 土 13:30 図書館 「横山源之助」生誕150年記念講演会 「源之助と全集編者立花雄一」 図書館

6 土 14:00 埋没林博物館
しんきろう絵本「いかせのうろきんし」完成記念イベント
しんきろうクイズ＆読み聞かせ

埋没林博物館

7 日 9:00 もくもくホール もくもく感謝祭2021 地域協働課

7 日 9:00
魚津市障害者社会復帰セン
タ ー あゆみの郷 周辺

秋季消防訓練 魚津消防署

7 日 10:00
魚津水族館横
レストハウス　2Ｆ

つながるパークヨガ 都市計画課

9 火 魚津サンプラザ 魚津市小学生防火ポスター展 （～15） 魚津消防署

9 火 10:00 市役所３階　大会議室 『とれたて』魚津産野菜の贈呈式 農林水産課 ○

10 水 図書館 市内小中学生による「とやま県民家庭の日」応募作品展 （～23）
生涯学習・ス
ポーツ課

10 水 13:00 新川文化ホール コロナ離職者等合同就職面接会 商工観光課

11 木 10:30
魚津水族館横
レストハウス　2Ｆ

こそだて♡つなぐ輪「みらリン」　－ベビーマッサージ－ 都市計画課

13 土 9:00 ありそドーム SOMPOボールゲームフェスタ
生涯学習・ス
ポーツ課

13 土 13:30 図書館
「横山源之助」生誕150年記念講演会
「横山源之助と文壇との関わり -樋口一葉を中心に-」

図書館

14 日 水族館 クリスマス展 （～12/25） 水族館

14 日 9:00 埋没林博物館 集合
水の学び舎ツアー　（第５回）
「そりゃびっくり！水とロマンの探検」

生活環境課

14 日 14:00 図書館 シネマ倶楽部　「そして父になる」 図書館

14 日 14:00
新川学びの森
天神山交流館桜ホール

市民のためのクラシック講座 Vol.2 「オーケストラの楽しみ方♪ Part.５
　『元NHK交響楽団首席クラリネット奏者 磯部周平氏による 魅惑のク
ラリネット』」

生涯学習・
スポーツ課

15 月 13:30 新川文化ホール 空き家セミナー「どうすればいい？空き家の利活用」 都市計画課

16 火 16:00 スカイホテル魚津 令和３年度模範商工従業員表彰 商工観光課

17 水 10:00
魚津水族館横
レストハウス　2Ｆ

つながるパークヨガ 都市計画課

18 木
10:00
14:00

図書館
初心者・高齢者向けのためのスマホ教室
午前の教室（10:00～12:00）、午後の教室（14:00～16:00）

情報広報課

19 金 14:00 委員会室 地域づくりと協働に関する職員研修会 地域協働課

19 金 14:25 東部中学校
うおづタウンミーティングin東部中
～市長と魚津市の未来を語ろう～

教育総務課

日　時
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令和３年11月の行事予定

場　所 内　　　容 担　当 資料日　時

20 土 10:00
ワイナリー建設予定地
（新川学びの森敷地内）他

うおづのくだもの親子体験会～６次産業化について学ぼう～
（第３回）  「ワイナリー建設予定地＆さつまいも加工現場見学」

農林水産課 ○

20 土 13:30 図書館 ふるさと歴史講座 「魚津の山城　松倉城について」 図書館

21 日 10:00 埋没林博物館 ふれあい学習会「クリスマスリースを作ろう」 埋没林博物館

22 月 14:00
新川文化ホール
小ホール

とやま室内楽フェスティバル2021
ジャンプスタートコンサート　～集中ワークショップ成果発表会～

生涯学習・
スポーツ課

23 火 8:45 松倉城跡（市役所集合） 山城探訪ツアー
生涯学習・
スポーツ課

25 木 10:00 つばめ児童センター 子育て応援講座　「子どもの事故予防とＡＥＤを使った一時救命」 こども課

26 金 10:00
みんなのみなと
（魚津総合公園）

コミュニティガーデン倶楽部 都市計画課

27 土
新川文化ホール　ミラージュ
ギャラリー

市内小中学生による「とやま県民家庭の日」応募作品展 （～12/5）
生涯学習・ス
ポーツ課

27 土 10:00
りんご園
（六郎丸地内ほか）

うおづのくだもの親子体験会～くだもの産地について学ぼう～
（第３回）  「加積りんご収穫体験」

農林水産課 ○

27 土 10:00
新川学びの森天神山交流
館

「たてもんの森」プロジェクト（草刈りイベント）
生涯学習・ス
ポーツ課

27 土 13:00 新川文化ホール 空き家対策セミナー「空き家になる前に今できること」 都市計画課

27 土 ありそドーム 魚津市タグラグビーフェスティバル
生涯学習・ス
ポーツ課

28 日 15:00 埋没林博物館 蜃気楼交流会 埋没林博物館

29 月 10:00
みんなのみなと
（魚津総合公園）

いざという時 子どもを守る３つのステップ ２回目 都市計画課

30 火 10:00
みんなのみなと
（魚津総合公園）

はじめてのバランスボール 都市計画課

30 火 10:00 つばめ児童センター 子育て応援講座　「子どもの栄養と食生活」 こども課

〈メモ〉

税を考える週間（11/11～11/17） 税務課

令和３年秋季全国火災予防運動　（11/9～11/15） 魚津消防署

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間（11/12～11/18） 市民課

ＤＶ防止月間 こども課

児童虐待防止推進月間 こども課

子ども・若者育成支援強調月間 生涯学習・スポーツ課

３代目魚津水族館40th Anniversary展　（～11/28） 水族館

水族館アニメ「白い砂のアクアトープ」特集コーナー　（～11/30） 水族館
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