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第68回全国植樹祭５周年

新川森林祭

回

業

魚津

施行

第

制

事

市

５月28日㈯

10:00～16:00

魚津桃山運動公園
パンフレット

第１部

10:00～12:00

１･２部共通

10:00～16:00

●式典

●生きたヘビ・カメを触ってみよう！

●植樹、標柱設置

●動物の剥製展示

●うおづ木材親子体験会

●県産材遊具コーナー
●県産材製品のPR
●工作コーナー
●ドローン体験
●林業機械シミュレーター体験
●最新機器を使用した森林資源解析

第２部

●森林の研究内容の紹介

12:00～16:00

●キッチンカー

●ミニコンサート
●下草刈り作業体験

花･苗木無償配布

クイズウォークラリーで
ミラたんの缶バッジが
当たるよ！

●クイズウォークラリー

▲ドローン体験

▲工作コーナー

当日は雨天決行ですが、
荒天の場合は中止します。

15:30～
問

先着200名に魚津市の花木
ササキツツジを差し上げます。

第17回新川森林祭事務局
☎23-1036
（農林水産課業務林政係内）

※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。 2022-5
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新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）
▶集団接種

※旧 魚 津 市 総 合 体 育 館 で の 集 団 接 種 は ５ 月 中 に 終 了 予 定 で す 。

旧魚津市総合体育館
毎週木曜

14:00～

毎週日曜

９:00～

ホテルグランミラージュ
（富山県集団接種特設会場）

５月８日㈰、28日㈯

※予 約状況により変更になる

持ってくるもの：接種券付き予診票、身分証明書、
お薬手帳（お持ちの方のみ）
※接種券と予診票は切り離さずにお持ちください。
※予診票は事前にご記入ください。
▶個別接種

９:30～

ことがあります。

実施医療機関は、市ホームページをご覧ください。
【ワクチンの種類】
◀ 集団接種
市HP

武田／モデルナ社

◀ 個別接種
市HP

【予約方法】

▪魚津市コロナワクチン接
種コールセンターに電話
☎32-3576

※問合せは、富山県新型コ
ロナウイルス接種特設会
場コールセンターへご連
絡ください。
☎076-444-5730

12～17歳の追加接種について
12～17歳が新たに追加接種の対象となりまし
た。２回目接種から６ヵ月経過した方に順次接
種券を発送します。接種を希望される方は、同
封のチラシをご覧いただき、ご自身で医療機関
にお申し込みください。（個別接種のみ）
問

▪魚津市LINE公式アカウン
トから予約

富山県新型コロナウイルス
ワクチン接種特設会場予約
サイト（外部リンク）から
予約

生涯元気に楽しく過ごそう

健康センター

☎24-3999

参加者の方へは
プレゼントを用意
しています！

さあ始めよう！フレイル予防‼
フレイルとは？

加齢に伴う身体の動きや認知機能の低下により、今まで自分で難なくできていたことに負担を感じ
るなどの虚弱な状態を言います。しかし、早く対応することで心も身体も健康な状態に改善すること
が期待されます。
魚津市ではフレイル予防のためのお話が聴けたり、実践できる教室を下記のとおり開催します。
対象者はいずれも、65歳以上の魚津市民（要介護認定のない方）です。ぜひご参加ください。

①「さんさん介護予防倶楽部

運動編

じゃ～んとこい」でフレイル予防（全４回）

５月７日㈯・14日㈯・21日㈯・28日㈯

▶日時：

13:00～14:00 （要申込）
※１回のみの参加も可能です
▶会場：ショッピングスクエア サンプラザ
４階大ホール
▶参加費：無料
▶申込み・問合せ：魚津市社会福祉協議会 ☎22-8388

３
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② 魚津市フレイル予防

講義＆運

チャレンジ教室（全７回）

５ 25

７６

▶日時： 月
日㈬～ 月 日㈬
９:30～11:00 （要申込）

動編

毎週水曜

▶定員：10名
▶会場：スコール・フレイル予防センター
▶参加費：１回につき３００円（資料代）
▶申込締切：５月20日㈮
▶申込み・問合せ：
スコール・フレイル予防センター ☎23-5080

※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。

令和５年４月採用予定の職員を募集

魚津市職員採用試験
５月６日（金）

申込期間：

試験区分

一

般

行

合
職
上
級
保 健 師

建築技師

（専門資格を必要とする区分）

総

社会福祉士

政

～

30日（月）17:15必着

採用人数

受験資格（次の要件をすべて満たす人）

若 干 名

①昭和62年４月２日から平成13年４月１日までに生
まれた人
②令 和５年３月までに学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く。）を卒業した人または卒業見込み
の人

若 干 名

①昭和62年４月２日から平成13年４月１日までに生
まれた人
②令 和５年３月までに学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く。）、専修学校の当該資格の専門課
程を卒業した人または卒業見込みの人
③社 会福祉士の資格を有する人または令和５年３月
までに当該国家資格を取得する見込みの人

若 干 名

①昭和62年４月２日から平成13年４月１日までに生
まれた人
②令 和５年３月までに学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く。）、専修学校の当該資格の専門課
程を卒業した人または卒業見込みの人
③保 健師の資格を有する人または令和５年３月まで
に当該国家資格を取得する見込みの人

若 干 名

①昭和62年４月２日から平成13年４月１日までに生
まれた人
②大 学卒業程度の学力を有し、１級建築士もしくは
２級建築士の資格を有する人または令和５年３月
までに当該資格を取得する見込みの人

一次試験

６月19日㈰
教養試験
適性検査
作文試験
（会場）
魚津市立
西部中学校

電子申請による申込みができます。
申込方法や試験日程などの詳細は、市の
HPをご覧ください。

【問合せ】
▶魚津市役所 総務課職員係
☎23-1020
メール shokuin@city.uozu.lg.jp

2022-5
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令和５年４月採用予定の職員を募集

富山県東部消防組合職員採用試験
４月22日㈮ ～５月26日㈭

申込期間：
試験区分

受験資格（次の要件をすべて満たす者）

一次試験

２名程度

①富山県東部消防組合管轄内に住所を有する者（採用されるまでに富山
県東部消防組合管轄内に居住する者を含む。）
②平成８年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた者
③令和５年３月までに学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を
卒業した者、もしくは卒業見込みの者
④体力頑健の者

６月26日㈰

消

採用人数

防

上

級

※富山県東部消防組合管轄内は、魚津市、滑川市、上市町、舟橋村です。
※年齢制限の理由は、任期の定めのない採用で、新規学卒者と同一の募集枠であるためです。

申込方法や試験などの詳細は、富山県東
部消防組合消防本部のHPをご覧ください。
申込用紙・受験票をダウンロードできます。
【問合せ】
▶富山県東部消防組合消防本部 総務課人事係
☎24-0119 メール soumu@toyama-toubu119.jp

１ 前期危険物取扱者試験準備講習会
▶日時：５月24日㈫・25日㈬

９:00～16:00

▶会場：東部消防組合消防本部

定員50名

２ 危険物取扱者保安講習
▶日時：７月４日㈪

５日㈫

午後（一般）
午前（一般）
午後（給油取扱所）

▶会場：黒部市国際文化センター コラーレ
▶申請期間：５月26日㈭～６月７日㈫

３ 甲種防火管理新規講習
▶日程：６月23日㈭・24日㈮

※上記２・３講習については、富山県危険物安全協会連合
会または日本防火・防災協会にお問い合わせ願います。
５
3

広報うおづ

2022-5

全国一斉情報伝達試験

地震や津波、武力攻撃などの緊急時に、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。
【放送内容】
市内の防災行政無線及び戸別受信機
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
▶日時：５月18日㈬

11:00～

※災害の発生や気象状況によっては、伝達試験を
中止する場合があります。
問

▶会場：新川文化ホール 定員120名
▶申込期間：５月11日㈬～18日㈬
※受講費用はお問い合わせください。
申込み・問合せ：（一財）日本防火・防災協会
☎03-6263-9903

Jアラート

総務課防災危機管理室

☎23-1078

「みらパーク」に遊びにきませんか？
月例イベントなど

詳しい内容は公式SNSで順次更新して
います‼ぜひチェックしてみてください☆
▲Facebook

日 時
5月7日（土）
①11:00～ ②12:00～

５月10日（火)
11:00～11:30
（受付）10:30～

５月12日（木）、
29日（日）
10:00～11:30

内 容
GWで走りが変わる ！

かけっこ塾
【対象】年中～小学低学年

こそだてツナグ輪「みらリン」
ー うんどうえいご ー
【対象】乳幼児親子

つながるパークヨガ
【対象】どなたでも

５月14日（土）
10:30～

みらパーク音楽会2022

５月2１日（土）
10:00～12:00

草花交換会

【対象】どなたでも

【対象】どなたでも
（市制70周年記念事業）

5月24日（火）
10:00～1２:00

コミュニティガーデン倶楽部

５月28日（土）
10:00～14:00
※雨天中止

パパクエスト

５月28日（土)
13:00～16:00

６月10日（金）
10:00～12:00

▲LINE

－ みらパークに花を植えよう ！ －
【対象】どなたでも

～自分らしく生きるを学ぶ～
子供の村学園を通して

はじめての外あそび①
－ふかふかさんこんにちは－
【対象】未就園児親子

備 考

4歳から9歳のお子さんへ足が速く
なるコツを伝える体験教室。けがをし
にくい運動法を身につけよう ！

【会場】ミラージュラ
ンド芝生広場
【定員】10名／回
1,000円・要申込

ふれあい運動やリズムあそびで英
語を楽しもう ！ 子育て中の方がリ
フレッシュできる場を提供します。

【会場】
晴天時：ふれあい広場
雨天時：レストハウス２階
【定員】５組
無料・要申込

新緑の中、簡単なヨガで身も心も
ほぐしてみませんか？ ヨガ初体験
の方からも好評です ！

【会場】
晴天時：ふれあい広場
雨天時：レストハウス２階
【定員】１0名
1,000円・当日参加可

魚津祭組とコラボが実現 ！
ミラージュランドに音楽と笑顔を
届けます。（詳細は折り込みチラシ）

【会場】ミラージュラ
ンド芝生広場
無料・出入り自由

家庭で育てた草花を交換しなが
ら、お庭の相談や手入れのヒント
などをお伝えします。

【集合場所】
ふれあい広場
無料・出入り自由

春のお庭のお手入れミニ講座と
みらパーク内の花壇づくり。一緒
に花いっぱいの公園にしましょう ！

【集合場所】
みんなのみなと
【定員】15名
無料・要申込

cocomamaフラットカーニバルとコ
－ミニチャリレース＆みらパークロゲイニング－ ラボ ！ パパとお子さんでみらパー
【対象】親子
クを遊びつくそう ！

トークイベント＆お話会

▲Instagram

【集合場所】
ミラージュランド
無料・当日参加可

映画「夢見る小学校」の舞台に通
学し、多くの発見を通して自分らし
く生きることを学んだ
CHIKOさんからお話
を伺います。

【会場】レストハウス２階
【定員】20名
+オンライン参加可
1,000円・要申込

歩き始めたころのお子さんの公園
デビューをお手伝い。愉快なばぁ
ばと一緒に自然あそびを楽しもう ！

【集合場所】
みんなのみなと
【定員】6組
500円・要申込

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

※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。 2022-5
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市民ガイド「うおづ水守」と行く！

水の学び舎ツアー 第１回参加者募集
【第１回】

◆無名湧水地巡り
◆蜃気楼勉強会と埋没林について
第１回は２本立て‼午前は大町～経田の海岸線で地下
から湧き出る湧水の見学や、魚津が舞台の『錨の溝』を
紙芝居で紹介します。
午後は埋没林博物館にて、魚津の宝物「蜃気楼」と
「埋没林」について学芸員さんから学びます。天気と運
が良ければ蜃気楼ウォッチングができるかも！？

５月22日㈰ 【午前】９:00～12:00頃(少雨決行)

▶日時：

【午後】13:00～15:30頃(雨天決行）
▶集合場所：埋没林博物館
※動きやすい服装でご参加ください。
▶定員：12名（申込順 ５名に満たない場合は中止）
▶参加費：１人1,000円（資料代・保険代・ガイド料）
※午後のみご参加の方は無料です。
▶申込期間：５月６日㈮～16日㈪
▶申込方法：電話、FAX、メールのいずれかで、氏名、
住所、電話番号をお知らせください。
後日詳しい案内を送付いたします。
▶申込み・問合せ：生活環境課環境安全係
☎23-1004 FAX23-1092
seikatsukankyo@city.uozu.lg.jp

【第２回】 ６月25日㈯
水の恵み 角川河口から源流域へ
～営みの歴史を巡る～
【第３回】 ７月23日㈯
水が造った卓偉な巨木と石の芸術
～坂様谷の岩屋へ行こう～
【第４回】 ８月27日㈯
鴨川の今昔物語
～恵みのてんこ水と迷惑な洪水はんらん～
【第５回】 ９月24日㈯
漁師町経田を散策
～民話『錨（いかり）の溝（どぶ）』へ行ってみよう～

【第６回】 11月26日㈯
角川の肥沃な土は何処から？
【第７回】 令和５年２月12日㈰
歩くスキーで冬の片貝を探検！

夏の省エネ対策

グリーンカーテンコンテスト開催
「グリーンカーテン」とは、夏の暑い時期にアサガオやゴーヤなどのつる性植物を、窓の外に這わせて育てること
で日差しを和らげ、室温の上昇を抑える自然のカーテンのことです。地球温暖化対策の一環として、グリーンカーテ
ンを育てて、エコライフを実践してみませんか？
▶対象
▶応募部門
▶応募締切

市内で令和４年春以降に設置したもの
①家庭部門 ②団体部門
９月９日㈮ 生活環境課必着

※応募用紙は生活環境課の窓口のほか、市のＨＰから
も取得できます。
問
７

生活環境課環境安全係（⑫番窓口）☎23-1004
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※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。

市民バス・地鉄バスに対応

お知らせ

i nfo

あなた専用「マイ時刻表」

お知らせ

i nfo

保護者に代わって医療機関へ送迎

病児保育事業（送迎対応）

「時刻表やルート図が複雑で、乗り継ぎ方が分かりに

保育所などで体調不良となったお子さんを、緊急対

くい」という声にお応えし、お客様専用のマイ時刻表

応できない保護者に代わり、かかりつけ医へ送迎しま

を無料で作成しています。お気軽にご利用ください。

す。受診後、病児保育施設が保護者のお迎えまで一時

▶申込方法：住所、氏名、電話番号、乗降車するバス

的に保育するサービスです。送迎にかかるタクシー代

停名をご連絡ください。
約１週間後にご自宅へ郵送します。

市民バス時刻表の訂正について
労災病院往復無料バス時刻表
魚津駅発

（誤）16：50

⇒（正）14：50

広報４月号折込みの市民バス時刻表（令和４年
４月１日改正）において誤りがありました。ご
不便、ご迷惑をおかけし大変申し訳ありません
でした。

の４分の３を補助します。
【対象児童】
▶市内の保育園・認定こども園・幼稚園に在園してい
る児童（広域入所児童を含む）
▶市民で、市外の保育園・認定こども園・幼稚園に在
園している児童
▶市内の小学校に在籍している１～４年生の児童
【事業実施施設】
病児・病後児保育室 キッズベア―
魚津市本江3354

☎24-7793

▶問合せ：都市計画課まちづくり交通係
☎23-1380

FAX23-1066 toshikeikaku@city.uozu.lg.jp

イベント

初心者・高齢者向け

EVENT

スマホ教室

スマートフォンを始めてみたい方、スマートフォンの
操作に不安のある方へおすすめの講座です。

５ 19

10:00

お知らせ

i nfo

12:00

日㈭
～
日時： 月
内容：電源の入れ方からカメラの使い方など

５ 19

14:00

15:30

日時： 月
日㈭
～
内容：ス マホ決済の使い方、魚津市公式LINE
の紹介など
▶場所：魚津市立図書館 ２階視聴覚室
※講義では、主催者が準備したスマートフォンを使用
します。
▶定員：各教室20名（魚津市民限定・申込順）
▶参加費：無料
▶申込期間：５月12日㈭まで
▶申込み・問合せ：情報広報課広報広聴係 ☎23-1015

マイナンバーカード

申請サポート・受け取り窓口

平日㈪～㈮ ８:30～17:15（最終受付17:00）
毎週月曜日 17:15～19:00（最終受付18:45）
※月曜日が祝日・振替休日の場合は翌開庁日

５月21日㈯ 、28日㈯ ９:00～12:00
臨時窓口

【スマートフォンを持っている方】

☎23-1079

▶マイナンバーカード申請・受取窓口（予約不要）
通常窓口

【スマートフォンを持っていない方】
【ガラケーから乗り換えを検討中の方】

▶問合せ：こども課保育係（⑪番窓口）

※カード受取当日は、市民課から送付した「個
人番号カード交付のお知らせ」で必要書類を
確認の上お越しください。
※新型コロナの感染状況により臨時窓口開設を
中止する場合があります。この場合は市ＨＰ
や市公式LINEなどでお知らせします。

▶マイナンバーカード申請サポート
申請に必要な顔写真を無料で撮影します。
日時：平日㈪～㈮ ９:00～16:30
※個人番号カード交付申請書をご持参ください。無い
場合は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
▶問合せ：市民課市民係（②番窓口）

※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。

☎23-1075

2022-5

広報うおづ
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募

動画制作プロジェクト
参加者大募集‼

▶対象：魚津市内の高校に通う高校生
▶定員：20名
▶申込期間：５月25日㈬まで
市内の高校に通う高校生が集ま
り、魚津市のＰＲ動画の制作にチャレンジす
るプロジェクトです。プロによる指導を受け
ることができるので、動画制作のスキルや知
識は一切必要ありません。
動画内容の企画や撮影・出演、アニメ・イ
ラストづくりなど、制作に関わってくださる
高校生を募集します。興味がある方はぜひご
応募ください！
▶申込み・問合せ：地域協働課定住応援室

募

協働事業を募集します！

まちづくりチャレンジ

「魚津市まちづくりチャレンジ協働事業」とは
市民が主体となった自治の実現のため、多様化・複
雑化する地域課題の解決に向けて、市民の自由な発想
を生かした事業提案を公募し、市民と市
が事業目的を共有しながら、それぞれの

募

25～27歳の成人式（仮）

実行委員大募集‼

今年度25～27歳になる魚津市出身者を対象とする同
窓会的交流イベント開催のため、イベントの企画・運
営を行うメンバーを募集します！同世代で集まり、学
生時代のように楽しく思い出づくりをしてみません
か？

役割と責任に基づき、協働して事業を実

▶対象：平成７年４月２日～平成10年
４月１日生まれの市内在住者

施するものです。

▶定員：20名

名称

テーマ設定型事業

自由テーマ型事業

補助率

３分の２相当

２分の１相当

内容

持続可能性や自立性が期待できる社会貢
献的な事業であって、具体的な計画等を
企画し、市と協働して行うことで、著し
い効果が期待できる事業

限度額

30万円

応募できる団体

自治会、地域活動団体、地域振興会又は
魚津市内で社会貢献的活動を行っている
ボランティア団体、ＮＰＯ法人、企業等
で、資格要件をすべて満たす団体

募集期間

５月２日㈪～23日㈪

▶問合せ：地域協働課協働推進係

☎23-1017

☎23-1095

▶申込期間：５月31日㈫まで
▶申込み・問合せ：地域協働課定住応援室

☎23-1095

cocomama
フラットカーニバル開催！

イベント
EVENT

５月28日㈯ 10:00 ～ 15:00

▶日時：

「第29回 戦国のろし祭り」の中止について

▶場所：ミラージュランド芝生広場

令和４年５月29日㈰に開催を予定していた「第
29回戦国のろし祭り」は、新型コロナウイルス感
染拡大の影響を鑑みて中止となりました。

第６回目となる今回は、マルシェとショーをミック
スし、今までとはひと味違った雰囲気で皆さんをお迎
えします。どなた様もお気軽にお越しください。

▶問合せ：松倉公民館
9
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☎33-9301

▶問合せ：cocomama

代表 大島

☎88-0478

※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。

令和４年度農振除外
願出書受付締切日

３月20日㈪

事業主の皆さまへ

令和５年１月20日㈮

働き方改革推進支援センター富山

11月18日㈮

農林水産課農政係
☎ ・１０３２

９月20日㈫

☎０８００・２００・０８３６

７月20日㈬

く ら し

使っていますか？
とやまっ子 子育て応援券

こども課子育て支援係
（⑩番窓口）☎ １･００６

ドライバーの皆さまへ

令和４年５月20日㈮

農業振興地域内の農用地区
域にある農地を農地以外（宅
地等）に転用する場合は、事
前に「農振除外」の手続きが
必要です。手続きが認められ
ない場合もありますので、計
画は事前にご相談ください。
※締切日は次のとおりです。

全国一斉特設人権相談所
開設

農林水産課農政係
☎ １･０３２
23

23

同一労働同一賃金への対
応、労働関係助成金の活用、
長時間労働の是正など、働き
方改革に関する相談をはじ
め、労務全般のお悩みに社会
保険労務士が無料でお答えし
ます。企業訪問も無料で行っ
ていますのでお気軽にご利用
ください。
●受付時間 午前９時～午後
５時（土・日・祝・年末年始
を除く）
●相談方法 電話、メール、
来所、企業訪問

市民課市民係（総合案内窓口）
☎
１･００３

にとるなど、安全運転にご協
力ください。

市町村には、法務大臣から

委嘱を受けた人権擁護相談委

23

児童手当等手続きをした際
に、子育て応援券を配布して
います。
●対象 新たに子どもが生ま
れた家庭
●応援券の金額 第１子…
１万円分、第２子…２万円
分、第３子以降…３万円分
●有効期間

対象の子どもの

検索

春は、農業用トラクターが
道路を走行する機会が増えま
す。交通事故が起きないよ
う、周囲の確認や車間を十分

時

員を配置しています。「人権

午前

擁護委員の日」に合わせて、

６月１日㈬

階市民相談室

10

子育て応援券
特設人権相談所を設置します。

●日時

市役所

～午後４時

●会場
1

本

出生日から３歳の

富山県

誕生日の 前 日

見

23

― ５月の無料相談会日程 ―
相談会
人権相談

日時
６日㈮

12日㈭・19日㈭
13時半～16時

行政相談
消費生活相談
※専門相談員が対応します

13時半～16時

火曜・木曜（※祝日除く）
８時半～17時15分

会場

予約・問合せ

市役所１階市民相談室

富山地方法務局魚津支局
☎22-0461

市役所１階市民相談室
市役所１階市民相談室

市民課市民係
☎23-1003
市民課市民係
☎23-1003

17日㈫ 14時～15時

市役所１階福祉相談室

魚津市地域包括支援センター
☎23-1093

24日㈫

13時～16時

市役所３階第４会議室

社会福祉課高齢福祉係
☎23-1007

無料メンタルヘルス（要予約）

14日㈯

10時～12時

魚津神経サナトリウム

※50人未満の事業所対象

21日㈯

10時～12時

認知症相談（要予約）
※ケアマネジャーの同伴可

高齢者向け法律相談（要予約３枠）
※市内在住65歳以上の方又はその家族向け

生活・就労相談
住宅・空き家 相談
※事前に電話で予約をしてください

総合労働相談
※労働者、事業主を問わず相談可能

12日㈭ 10時～11時半
平日

８時半～17時15分

19日㈭ 13時半～16時

魚津緑ケ丘病院

魚津地域産業保健センター
☎22-0318

魚津市社会福祉協議会
（旧百楽荘）２階

富山県東部生活自立支援センター
☎24-2255

市役所３階 都市計画課

都市計画課建築住宅係
☎23-1031

市役所３階 ミーティングルームＡ

富山県社会保険労務士会
☎076-441-0432

※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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（故）廣田

昌策

▼善意銀行へ

六郎丸
本江

100,000円
3,000円
100,000円

（社会福祉協議会）☎22-8388

寄附者

住所

金額等
100,000円

（故）米田

愛子

袋

100,000円

（故）石坂

幸作

住吉

100,000円

吉島保育園職員一同

吉島

10,000円

魚津こども園職員一同

本町

8,000円

ー

5,000円

ー

123,266円

市内設置

愛の募金箱

▼魚津市へ
寄附者
蔵谷

良英

全国共済農業協同組合
連合会富山県本部

11
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住所

金額等

文化町

アルコール消
毒液200本

災害対策用
富山市 プライベート
ルーム15台

都市計画課業務公園係

11

40

18

☎23-1030

23

66

募 集

新角川

回富山県青年議会

正三

第

（故）橋本

青年議員の募集

200,000円

生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係
☎ １･０４５

火の宮町

（バスケゴール設置）

公園の新たなニーズを把握するため、
下村木児童公園に期間限定でバスケゴール
を設置しました。
利用された感想や要望など、都市計画課
まで気軽にお知らせください。
問

榮吉

公園施設の実証実験

あなたのアイディアを県政
に生かしてみませんか。
●対象 市内在住の 歳以上
歳以下の方
●内容
７月上旬…開会式等
８月上旬…合同学習会
月中旬…本会議、閉会式
●募集締切 ６月３日㈮

（故）中澤

匿名希望

23

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

健康友の会 沖田 崇寛

魚津市事業承継 推 進 補 助 金

吉島

都市計画課建築住宅係
☎ １･０３１

煕典

ＨＰ

金額等

23

・６１９５

（故）冨居

住所

15

☎

▼社会福祉基金へ

●募集方法 空き室への入居
者を随時募集します。
●新規空き室情報の更新
毎月１日と 日（休日の場合
は次の開庁日）に公開
●入居者選定方法 申込順
●空き室情報 都市計画課窓
口で掲示するほか市 で公開

ご寄附ありがとうございました
寄附者

クマの出没に注意

50

しています。

問

税務課住民税係（⑭番窓口）☎23-1009

商工観光課商工労働・企業立地係

事業を後継者に引き継ぐ際
にかかる費用の一部を補助し
ます。
●対象経費 事業承継計画書
に基づき実施される専門家
活用費、マーケティング調査
費、広告宣伝費
●補助率 ２分の１（上限
万円）
●条件 富山県事業承継・引
継ぎ支援センターの実施する
事業承継相談を受け、事業承

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限
延長申請」又は「ｅ－Ｔａｘの障害による申
告・納付期限延長申請」により、延長期間に
申告した方は、申告の内容を反映した令和４
年度の市民税・県民税（住民税）の通知に一
部遅れが生じる場合があります。
該当の方に対しては、申告の内容を確認次
第、課税または税額変更の手続きを行い、通
知しますのでご理解いただきますようお願い
します。

継計画を策定していることなど

令和４年度住民税の税額決定について

23

・０１１０

所得税の申告納付期限延長申請により
申告をされた方の

23

農林水産課農政振興係
☎ ・１０３４

全期

☎

▶軽自動車税（種別割）

魚津警察署

５月31日㈫

期限：

春はクマが冬眠から覚め、
食べ物を求めて活発に行動し
ます。クマを目撃した際は、
市または警察へご連絡くださ
い。
●クマが活発に行動する朝夕
は、山中に入らない
● 山へ 出 か け る 際 に は 、 自 分
の存在を知らせる工夫をする
（鈴やラジオを携行する等）

市税等納期限のご案内

※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。

3.15㎡

78,750円 第８区画 第48号地

6.48㎡ 162,000円
第１区画 第30号地

3.06㎡

76,500円 第８区画 第61号地

4.86㎡ 121,500円
第１区画 第37号地

3.24㎡

81,000円 第９区画 第67号地

6.48㎡ 162,000円
第１区画 第63号地

2.40㎡

60,000円 第10区画 第95号地

6.48㎡ 162,000円
第１区画 第99号地

3.24㎡

81,000円

第２区画 第76号地

2.70㎡

67,500円

第３区画 第33号地

5.25㎡ 131,250円

第３区画 第68号地

4.86㎡ 121,500円

第３区画 第100号地

4.41㎡ 110,250円

第４区画 第57号地

9.00㎡ 225,000円

第６区画 第39号地

2.81㎡

70,250円

第７区画 第18号地

3.24㎡

81,000円

事

業

マスキングテープやシーグラスを使って

市民手話教室
基礎講座受講者募集

音訳ボランティア
養成講座受講者募集

無料

12
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ポリテクセンター富山
受講者募集
ポリテクセンター富山
☎０７６６ ･ ６･９００
【 不動産ビジネススキル養成科】
●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 日㈫～
月 日㈭
●場所 日建学院富山校
●募集締切 ５月 日㈪
●受講料 無料（テキスト代
など別途必要）

脳まめなけクラブ
参加者募集
魚津市社会福祉協議会

魚津市障害者交流センター
☎ ５･２６０

10

10

ワークショップ

魚津市障害者交流センター
☎ ５･２６０

20

参加無料！
念

記

●期間 ５月 日㈮～ 月
日㈮の毎週金曜日 午後７時
～９時（全 回）
●対象 初心者
●場所 魚津市障害者交流セ
ンター
●定員
名
●受講料 無料
※別途 テ キ ス ト 代 ３ ３ ０ ０ 円
が必要です。
●募集締切 ５月 日㈮

23

視覚に障がいのある方々に、
広報誌などの内容を音声にし
て伝えるための技術を学ぶ基
礎講座です。初めての方でも
お気軽にご参加ください。
●期間 ５月 日㈫～ 月４
日㈫の隔週火曜日 午前 時
～正午（全 回）
●場所 魚津市障害者交流セ
ンター
●定員
名
●募集締切 ５月 日㈮

31

10

たてもんの森草刈り、清掃

14

▶日時：５月21日㈯ ９:30～11:30
▶場所：新川学びの森天神山交流館
▶定員：小中学生の親子15組（30名程度）
▶募集締切：５月10日㈫
▶申込：電話またはメールで氏名、住所、電話番号
をお伝えください。（市HPからも申込可能）
▶問合せ：生涯学習・スポーツ課生涯学習・文化係
☎23-1045 Mail learning@city.uozu.lg.jp

20

～親子でオリジナル
たてもんオブジェ作り～

10

10
25

70 周 年
施行
制

市

第１区画 第21号地

『たてもんの森』
魚津

78,750円

28

22

20

宮津霊園墓地申込受付

3.15㎡

21

30

☎ ８･３８８
簡単な読み書きや計算、参
加者の皆さんとのコミュニケ
ーションで、脳をいきいきと
元気にさせる教室です
●期間 ６月２日㈭～８月
日㈭の毎週木曜日 午前 時～
●対象 市内在住の概ね 歳
以上の方（要支援の方は要相
談、要介護の方は対象外）
●場所 松倉公民館
●定員
名
●参加費 毎月千円（教室学
習と、自宅用教材費を含む）
●募集締切 ５月 日㈮
10

都市計画課業務公園係
☎ １･０３０

67,500円 第７区画 第29号地

今年度から申込み方法が変
わります。
●募集方法 随時募集（申込
順で使用者を決定）
● 受 付 期 間 ５月 日 ㈪～
（土・日・祝日は除く）

2.70㎡
第１区画 第19号地

23

20

●申込資格
①市内に住所のある個人の方
②宮津 霊 園に墓 地 を お 持 ちで
ない方
③３年
 以内にお墓を建てること
ができる方
※必ず現地を確認のうえ、
お申
し込みください。
●募集区画 左表のとおり
●留意点
・来年 度 か ら 年 間 管 理（３８０
円／㎡）が必要となります。
・電話申込も可能です。
●募集区画の情報の更新
毎月１日と 日（休日の場合
は次の開庁日）に市 で公開
します。

68,000円
3.24㎡

27

20

ＨＰ

2.72㎡
第１区画 第８号地

ふれあいイベント参加者募集
20

10

65

15

81,000円 第７区画 第27号地

使用料

20

23

使用料

16

面積
面積

区画
区画

22

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）

６時半～９時半

毎週㈬ 10時半～
銀座ワイワイ市 毎週㈮ 15時～

上口マルシェ

毎週㈮
13時40分～14時半

経田漁港

毎週㈬ 10時半～

わいわい市

※４日（水・祝）休業

介護家族の集い

経田潮風

毎週㈭

わいわい市

※５日（木・祝）休業

松倉もちより市

魚津市議会５月臨時会
▶日時
問
13

広報うおづ

５月17日㈫
魚津市議会事務局

2022-5

10:00～
☎23-1041

海の駅蜃気楼

銀座通り商店街

問合せ
魚津の朝市実行委員会
☎22-1200
（島澤） ☎33-9413

※４日（水・祝）、６日㈮休業

▶日時：５月12日㈭ 10:00～15:00
▶利用料：300円
▶日時：５月20日㈮ 13:30～16:00

会場

フレッシュテニス教室
受講者募集（前期）

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。

毎月第２･第４㈰

歩こう会

☎22-6006

開催日時

魚津歩こう会

11

魚津市フレッシュテニス協会
（八倉巻）
☎０９０ ３･７６４ ８･００６

10

の
産品
地場 情報
販売

無料

問

吉島511

（明吉）☎
９･６２２
●日時 ５月 日㈰ 午前８
時 魚津市役所前集合
●コース したがら遊歩道・
ウォーク
●参加費 ５００円（保険代）

18

魚津の朝市

つむぎ倶楽部

24

17

【対象となる公共交通機関】
▶富山地方鉄道・軌道全線
▶富山地方鉄道バス全線（高速バスを
除く）
▶地鉄バス（東蔵線、黒沢・大沢線）
▶市民バス（全ルート）
都市計画課まちづくり交通係
☎23-1380（市民バス専用ダイヤル）

15

●対象 市内在住者、市内ま
たは近隣市町村にお勤めの方
●日時 ６月 日㈮、 日㈯、
日㈮、 日㈯ 午後８時～
９時半（事前予約制）
●場所 東部中学校 体育館
●受講料 千円
※スポーツ傷害保険は各自で
加入してください。
※内履 き が 必 要 で す 。 ラ ケ ッ
トは主催者で準備します。

小学生は
５月１日 ㈰～５日（木・祝）
乗車無料！

23

※会員無料

こどもの日キャンペーン

認知症介護者サロン

13

地域包括支援センター

（⑥番窓口）☎ １･０９３
●日時 ５月 日㈮ 午後１
時半～２時半
●会場 あると４階（魚津緑
ヶ丘病院併設）
●参加費 １００円（要予約）

市民バス・地鉄バス

催 し 物

樹木のせん定教室

28

魚津商工会議所

☎
１･２００
●日時 ５月 日㈯ 午後１
時半～４時半
●場所 新川学びの森天神山
交流館
●定員
名
●持ち物 せん定バサミ・の
こぎり・ヘルメット・軍手
●主催 花の森・天神山ガー
デンを守る会
20

山の駅

毎週㈰

11時半～

８時半～

※１日㈰、８日㈰休業

５/28～毎週㈯・㈰

もくもく野菜市 ８時半～

上町１区会館
経田漁港

社会福祉協議会
☎22-8388
魚津漁協経田支所
☎22-1105

経田コミュニティ 経田コミュニティカフェ潮風
カフェ潮風
☎55-5289
（旧福祉センター） 経田公民館 ☎24-4823
旧観音ゴルフ
駐車場内
もくもくホール

蜃気楼

毎月第３㈰

Denでんパーク

バザール

10時～15時

（電鉄魚津駅前）

稗苗清吉事務所
☎33-9880
もくもくホール
☎22-0909
蜃気楼バザール
実行委員会（村上）
☎090-1312-3664

※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
営業時間：10:00～16:00（水曜休園）

☎24-6999

ミラージュランド開園40周年春祭り
ミラージュランドでは春祭りと題し、夜間まで延長
営業をします。さらに当日はみらパーク音楽会、よ
っしゃ来いCHOUROKUまつりの「宵祭り」も同時
開催されます。
日時：５月14日㈯ 10:00～21:00
みらパーク音楽会は芝生広場ステージ、宵祭りはミ
ラージュランド園内で行われます。
ゴールデンウィーク期間の遊園地営業時間について

ゴールデンウィーク期間は下記のとおり営業時間が
変更（延長営業）となります。
期間
：４月29日(金・祝)～５月８日㈰
営業時間：10:00～17:00（閉園17:30）
臨時休園について
ミラージュランド・パークゴルフ場は下記のとおり
休園となります。
・ミラージュランド ※毎週水曜日は定休日です。
５月10日㈫
・パークゴルフ場
５月10日㈫、５月24日㈫～５月26日㈭

９:00～17:00（入館16:30まで）※５月の休館日はありません。
カフェKININAL（木曜定休）10:00～17:00 ☎22-1049

▶市制施行70周年記念事業
海と空を楽しむ 蜃気楼フォーラム
TVでもご活躍！天達武史気象予報士を講師に蜃気楼
と空の話題をお届け。併せて魚津や各地の蜃気楼の
楽しさを紹介します。また、魚津市内の高校生によ
る海のゴミを用いたアート体験や、「舞台版いかせ
のうろきんし（絵本）」の演劇など小さい子供から
大人まで、蜃気楼を気軽に親しむことができるイベ
ントです。
日

時：６月11日㈯ （新川文化ホール 小ホール）
12:00～ アート体験、13:30～ 演劇
14:00～ 講演・パネルディスカッション
６月12日㈰（埋没林博物館）
11:00～研究発表会
参加料：無料
定 員：150名
※WEBフォーム（右ＱＲコードより）
または電話（22-1049）にて要予約
（５月１日より受付開始）
▶夏の企画展
「富山の海のふしぎ 魚津の三大奇観」
先取りイベント
みつけよう「#富山の海のふしぎ」キャンペーン
海のふしぎや、風景を撮って、ハッシュタグ「 #富
山の海のふしぎ 」をつけてインスタグラムまたはツ
ィッターに投稿しよう。応募者の写真はすべて埋没
林博物館で掲示し人気投票を実施。上位10名さまに
は三大奇観！？をプレゼント。詳しくは埋没林博物
館公式インスタグラムで。
応募期間：５月１日㈰～８月31日㈬
▶蜃気楼写真展
魚津蜃気楼研究会会員の一押し写真が集まりました
期間：５月１日㈰～６月30日㈭
会場：埋没林博物館無料エリア内

魚津歴史民俗博物館
10:00～16:30（入館 16:00まで・月曜休館）

☎31-7045

憩う 出会う 四季～ 花の森・天神山ガーデン写真展～

期間：５月29日㈰まで

入館料：無料

▶まいはくクイズラリー

春の蜃気楼編

蜃気楼に関するクイズに答えてコインを探そう！
コインを手に入れるとガチャを回せます。ガチャの
中身はお楽しみに！ 参加にはスマホなどが必要です。
期 間：４月28日㈭～５月31日㈫
参加費：無料 ※博物館有料エリアへの入館者対象
▶開館時間延長のお知らせ
期間
：５月３日(火・祝)、４日(水・祝)の２日間のみ
開館時間：９:00～18:00（１時間延長）
入館は17:30まで

※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。 2022-5

広報うおづ
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魚津市立図書館
☎22-0462

休 館 日

５月２日㈪、９日㈪、16日（月）、
23日㈪、26日㈭、30日㈪
開館時間

９:00～20:00

※土・日・祝は17:00まで

〈絵本の読み聞かせ〉
●おはなしを楽しむ会
５月７日㈯・14日㈯・28日㈯
●ひまわりの会
５月21日㈯ 10:30～

10:30～

新着図書 『子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り』（へんみゆかり/著）『古本食堂』(原田ひ香/著)
『心とからだが元気になる鉄分レシピ』（小田真規子/著）
『ゲームアルゴリズムまるごと図鑑』(廣瀬豪/作)
▶話題の一冊

『コスメの王様』

高殿 円 ／著

時は明治の世。秀才ながらも、山口の
家族を支えるため進学をあきらめ、単
身神戸に出てきた少年・利一。牛より
安い値段で花街に売られてきた少女・
ハナ。二人の出会いは、やがて日本の
生活をも一変させる発明、大ヒット商
品誕生へとつながっていく。そして、
幼い日に誓い合った約束の行方は？
産経新聞掲載時から大反響！明治・大正・昭和の激
動期を、「真心」の製品作りと斬新な宣伝手法を武
器に乗り切り、大阪で100年を超える会社を創業し
た“東洋の化粧品王”と呼ばれた男の一代記です。
「みんな集まれ！おはなしの会」来てね！
毎週土曜日 時間：10:30～
※小学生以下親子 12組 先着順

魚津水族館

開館時間

９:00～17:00（入館16:30まで）

シネマ俱楽部
東京都豊島区にある木造アパート「トキワ荘」。
そこには“漫画の神様”手塚治虫が住み、日夜、編集
者たちが彼のもとに通いつめていた。やがてトキワ荘
を去った手塚と入れ替わるように、若き漫画家の卵た
ちが次々に入居してくる。貧しい生活のなか、互いを
励ましあい、漫画の未来について熱く語り合う日々が
続くのだが…。
日時：５月８日㈰ 14:00～（開場13:40）
場所：２階視聴覚室 定員30名（当日先着順）
作品:「トキワ荘の青春」（本編110分）
出演：本木雅弘、大森嘉之、古田新太ほか
生物多様性ブックフェア
５月22日の「国際生物多様性の日」にあわせて、
ロビーとテーブルにて展示を行います。
期間：５月13日㈮～６月９日㈭

☆市内の中学生以下は入館料が無料！
受付窓口で学校名等をお申し出ください。

☎24-4100

ネット遊具
富山湾大水槽の上に設置したネット遊具から魚を見
下ろしたり、潜望鏡で水槽内を泳ぐ魚の姿を観察で
きます。
期間：土・日・祝日の11:00～12:00、14:00～15:00
対象：３歳以上小学６年生まで
料金：３分間200円
体験型水槽
水流水槽

：自転車を漕いで起きた水流に逆らって
泳ぐ魚の様子を観察できます。
※自転車は小学３年生以上対象

テラスタンク：ブラックライトを照らし、サンゴが光
って見える様子を観察できます。
観察ベンチ

15

広報うおづ

2022-5

：座って休憩しながら、生き物を上から
観察できます。

ホタルイカの展示と実験
ホタルイカ発光実験
発光の様子を天井に設置したプロジェクターで放映
し、海底から眺める設定で解説を聞いた後、発光の様
子を間近で見ることができます。
期間：５月22日㈰までの土・日・祝日
10:30～、13:30～ の１日２回
料金：小学生以上 300円（未就学児は無料）
定員：20名
ホタルイカの生体展示
期間：５月22日㈰まで
ホタルイカ写真水槽
期間：５月22日㈰まで
開館時間延長のお知らせ
期間
：５月３日(火・祝)、４日(水・祝)の２日間のみ
開館時間：９:00～18:00（１時間延長）
※入館は17:30まで

※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。

集団がん検診（持ち物：受診券、検診料金）

み ん なの 保 健 室

休日当番医
（９:00～17:00）

検診日
５/26日㈭

受付時間

会場

胃・大腸

大腸・乳房・子宮

―

13:00～14:00

健康センター

◆検診料金は、「がん検診案内書」でご確認ください。
◆検診日の５日前までに申込用ハガキ、電話または市HPからお申し
込みください。人数が多い場合は、別の会場へ変更をお願いする
ことがあります。
◆子育て中の方が検診車に入っている間、託児を行います。ご予約
は電話または市HPからお願いします。

施設がん検診（持ち物：受診券、検診料金、保険証）
５月９日㈪から始まります。
市内指定医療機関で検診を受けることができます。がん検診案内書
でご確認のうえ、事前に予約してから受診してください。４月末に
郵送したがん検診案内書に受診券がついています。

結核・肺がん検診（持ち物：受診券、検診料金、保険証）
実施日
５/17㈫
５/23㈪

９:30～11:30

青島１区会館

13:30～15:00

日カ厚生会館

９:30～11:00

道下公民館

13:30～15:00

魚津魚商会館

９:30～11:00

岡仏町内会館

13:30～14:30

有山公民館

９:00～９:20

もくもくホール

10:00～10:20

観音堂公民館

11:00～11:20

西布施交流館

13:00～14:00

黒沢公民館

14:30～14:50

長引野集落センター

15:20～15:50

５/24㈫
６/２㈭

６/３㈮

13:30～15:00
９:30～11:00

◆生活保護世帯の方で検診受診を希望される方は、検診１週間前
までに市役所社会福祉課または健康センターへご連絡ください。
◆特定健診については、広報うおづ６月号でお知らせします。
おめでとう！

平井整形外科医院
末広町
☎22-0888

５/４(水・祝)

深川病院
東尾崎
☎31-6200

５/５(木・祝)

船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912

５/８㈰

ありそクリニック
北鬼江
☎25-0120

５/15㈰

桝﨑クリニック
北鬼江
☎22-8800

５/22㈰

新川病院
住吉
☎24-3800

５/29㈰

宮本内科小児科医院
新角川
☎22-0122

６/５㈰

平井整形外科医院
末広町
☎22-0888
歯科医

５/１㈰

やまざき歯科クリニック
本江
☎22-8971

５/３(火・祝)

河村歯科医院
黒部市三日市 ☎54-0210

５/４(水・祝)

田中歯科医院
黒部市生地経新 ☎56-8040

５/５(木・祝)

渡辺歯科医院
黒部市三日市 ☎52-0164

５/８㈰

前田歯科クリニック
黒部市若栗 ☎57-2525

５/15㈰

清田歯科医院
黒部市新牧野 ☎57-2800

５/22㈰

島田歯科医院
黒部市三日市 ☎52-0167

５/29㈰

みどり歯科医院
黒部市三日市 ☎54-5775

６/５㈰

朝日歯科クリニック
黒部市生地神区 ☎57-3181

救急・時間外診療
▶魚津市急患センター

おおむね４歳以下のお子様
の写真を情報広報課へ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。
メールアドレス
info＠city.uozu.lg.jp

５/３(火・祝)

▶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
【場所・問合せ】
富山ろうさい病院 ☎22-1280
１歳７か月
くつわだ

轡田

りょうか

涼花ちゃん

【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）
中学生以下の急病、乳幼児のケガは、 ９:00～12:00、14:00～17:00
新川医療圏小児急患センターで受診 【場所・問合せ】
黒部市民病院 ☎54-2211
ください。

※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

本江公民館
村木コミュニティセンター
（旧村木小）
青島３区公民館

扇谷医院
友道
☎24-1355

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）☎２４・３９９９

時間

５/１㈰

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……☎２４・０４１５

会場

一般医

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母

インフォメーション

会

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。
開所時間等

診
査

子育て支援センター
「にこにこ」

康

（魚津市健康センター内）
吉島1165（☎24-0415）

健

＜のびのび広場＞
平日 ９:00～11:30、13:00～15:30
＜赤ちゃん広場＞
日時：５月18日㈬ ９:30～11:00
対象：生後６か月までの赤ちゃんと
その家族

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

（かづみ認定こども園内）
吉島132（☎23-2225）

★児童センターの「ひろば」に遊びに来ませんか？
おおむね６か月からの乳幼児とその保護者なら誰でも自由に参加でき
ます。開館時間：９:30～12:30（各ひろば共通）

２日㈪

母の日
プレゼント

10日㈫ 遊戯室で遊ぼう 12日㈭

９日㈪

外で遊ぼう

17日㈫ 公園で遊ぼう 19日㈭ トランポリン

16日㈪ ボールプール 24日㈫

30日㈪

新聞紙遊び

31日㈫ スタンプ遊び
－

－

26日㈭ 公園に行こう
－

－

－

－

★第２・第４日曜日につばめ児童センターで遊ぼう
雨の日も安心。エアーポリン・ハンモック・ボードゲーム等遊具が
いっぱいあるよ。未就学のお子さんは親子で、小学生以上の方はお
友だちと一緒に来ませんか。

◆５月８日㈰、22日㈰

開館時間：9:30～16:00

◆詳しくは、魚津市子育て応援サイト、魚津市社会福祉協議会のHP
でご確認ください。

お子さまの予防接種はお済みですか？
持ち物：予防接種券付き予診票、母子健康手帳、保険証
接種場所：市内指定医療機関（要予約）

〇麻しん・風しん混合

第２期

対象：平成28年４月２日から平成29年４月１日生まれのお子さま
対象者へ接種券を発送します。
まだ届いていない方は、お手数ですが健康センター
までご連絡ください。
◆お子さまの体調の良いときに接種してください。
17
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科

お絵かき

シャボン玉

歯

23日㈪

風船遊び

室

すずめ（北鬼江）
☎23-0522

教

【メインあそび】

つばめ（新金屋）
☎23-5133

健

場

健康センター

▶４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 ５/11㈬、６/１㈬
※事前に案内を送ります
受付時間 第１子12:45～13:00
第２子以降13:00～13:15
▶１歳６か月児健診
対 象 令和２年10月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ５/10㈫
受付時間 13:00～13:30
▶３歳児健診
対 象 平成30年11月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ５/25㈬
受付時間 13:00～13:30

◆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。

ひばり（六郎丸）
☎23-0500

保

持ち物 母子健康手帳
開催時間
９:30～12:30（各ひろば共通）

子育て支援センター

名称・連絡先

子

▶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 ５/20㈮
開始時間 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 ５/13㈮
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 ２歳６か月になる児
日 時 ５/13㈮ 13:00～13:30
対
日

象
時

２歳または３歳になる児
５/19㈭ 13:00～13:30

今年度25歳、30歳、35歳、40歳、45歳の女性にお知らせ
「子宮頸がん検診でＨＰＶ検査が受けられます」
市では、これまでの子宮頸がん検診（細胞診）に併せて、
ＨＰＶ検査（子宮頸がんの原因ウイルス検査）を実施し
ます。対象の方には、４月末に個別案内しました。申込
方法等、詳細は案内をご覧ください。
医療用ウィッグ・乳房補正具の購入費用の一部を助成します
がん患者の方々の就労や社会参加を支援し、療養生活が
よりよいものになるように、医療用ウィッグ・乳房補正
具の購入費用の一部を助成します。詳細は、健康センタ
ーまでお問合せいただくか、HPをご覧ください。

※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。

Uozu News ～まちの出来事～
4

４
ｗｗ
９

魚津市制施行70周年記念

ありそドームメインアリーナ
大規模改修工事完成記念事業

4
４
16

魚津市制施行70周年記念式典

昨年の12月から行われていた、ありそドー

魚津市制施行70周年記念式典が新川文化ホ

ムメインアリーナ大規模改修工事の完成式と

ールで開催され、来賓と市民合わせて約400人

完成記念事業が行われました。式では、村椿

が市の節目を祝いました。

市長が「これまでできなかったプロスポーツ

式典は魚津たてもん保存会、魚津せり込み

ができるようになった。スポーツでまちを元

蝶六保存会、魚津市出身歌手CHIKOさんによ

気にする１ページとなる」とあいさつ。記念

るアトラクションで始まり、村椿市長が「市

事業では、山本隆弘さん（元バレーボール日

民が主役となって“ともにつくる 未来につな

本代表）によるトークショーとバレーボール

ぐ 人と自然が輝くまち魚津”に向けて力強く

クリニックが開催され、参加者にとって貴重

歩みを進める記念すべき年としたい」と式辞

な体験となりました。

を述べました。

４

４

魚津市制施行70周年記念
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富山湾岸サイクリング2022

富山湾の大自然を体感できるサイクリング
大会が「ありそドーム」をメイン会場（スタ
ート･ゴール地点）として開催されました。氷
見から朝日までの富山県の海岸線をフルに使
い、180kmから50kmまでの４つのコースに約
1,200名がチャレンジしました。ゴール後には
魚津の蟹が入った鍋が振る舞われました。
なお、魚津市がメイン会場となるのは５年
前に続き２回目で、昨年５月にしんきろうロ
ードがナショナルサイクルルートに指定を受
けた後では初めてです。

魚津市制施行70周年記念

ギネス世界記録に認定！！
10 世界最大のかまぼこモザイクアート

魚津市制施行70周年を記念して世界最大のか
まぼこモザイクアートへ挑戦するイベントが、
ミラージュランドで行われました。これは市内
のかまぼこ店の協力のもと、参加者が約9,000
個のかまぼこを並べて、「世界最大のかまぼこ
モザイク」に挑戦するものです。子どもたちの
かまぼこ離れが課題であることから、未来の魚
津市を背負って立つ子どもたち中心に募集を行
い、約500人が参加しました。完成したモザイ
クアートは面積が53.275㎡となりギネス世界記
録に認定されました。
2022-5
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攻 略ガイド

つくるＵＯＺＵ

４

Vo

〇高齢者向けゲームが完成！

l.1

3

富山県から委託を受けて制作していた高齢者向けゲーム
が完成しました！制作にご協力いただいた「さんさん介
護予防倶楽部じゃ～んとこい」と「経田コミュニティー
センター潮風」の皆さんにはこの場を借りて厚く御礼を
申し上げます。完成したゲームは、富山県がイベント会
場などで配置する予定ですので、見かけた場合はぜひプ
レイしてください！

「虫食い算 in 富山」
制作者：坂本和希、星野海斗
「上下左右とやとやま」 制作者：はらもち

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！
つくるUOZU GAMES

まいどはや！𠮟咤激麺
▶対応機種：P C（DL不要)
▶開発者名：丹 田ファクトリー
▶販売価格：無料
▶対象年齢：全年齢対象

元気なく腰を曲げて歩い
てくる人たちを、石川
製麺㈱のうどん「こし一
番」で元気づけるアクシ
プレイサイト
ョンゲーム。
UOZUゲームジャム-Cool!Winter!!グランプリ受賞作品

虫食い算in富山

高齢者向けゲーム制作風景

上下左右とやとやま

編集後記
今月号の表紙となっているかまぼこモザイクづ
くりに私も挑戦者として参加しました！隣でとて
も上手に作業をしていた女の子にやり方をレクチ
ャーしてもらい、なんとか自分の任されたかまぼ
こを配置することができました。モザイクアー
トが完成した瞬間は会場があたたかい拍手で包ま
れ、とても感動しました。

たかしま

髙島

えいこ

榮子さん

（91歳・下中島地区）

ご自宅に伺うと、玄関先

今年度は今後も多種多様なイベントが予定され

で出迎えてくださった髙島

ています。開催者側、参加者側の一人ひとりが感

さん。「毎日、庭の手入れ

染症対策に取り組みながら、一丸となってそれぞ

をしたり、テレビで野球観たりしとるが」とにっ

れの催しを楽しんでいきたいですね。（お）

こり。野球は巨人ファンで、お気に入りは坂本選
手。長年看護師として勤務され、定年後は老人会

市の人口

に入られました。「老人会でいろんな所へ旅行し

住民基本台帳調べ（外国人含む）

たのが楽しかった」と思い出話を話してください

（令和４年３月末現在） 前月比 前年比

ました。コロナで中々旅行ができない今の楽しみ

男

19,699人

－45

－289

女

20,599人

－35

－346

計

40,298人

－80

－635

22

－58

世帯数 16,972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

は、一緒に暮らす可愛いひ孫さん(９か月)の成長
を見守ることだそうです。お話をしている間、ひ
孫さんがちょこっと登場して、目を細めておられ
ました。これからもお元気で。

さん

星の杜小学校

よく父から祖父がしていた仕事の

話を聞きます。今もまだ祖父が建てたものがたくさ

ん残っているので、祖父をとても尊敬しています。

今は、学校で授業に集中したり体をもっときたえた

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/

工をしていたからです。ぼくは、

りして、夢がかなうようにがんばりたいと思いま

す。

ゆうぞう

雄三

魚津市では、DX（デジタル技術を用
いて人々の生活をより良いものへと変
革させるという概念）推進にあたり、
ICT・デジタル技術の活用を進めてい
ます。そのための専門人材の確保のた
め、ソフトバンク株式会社からデジタル
分野に精通した方に来ていただくことに
なりました。
今回は、４月１日から「ICT・デジ
タル推進アドバイザー」として着任され
た召田雄三さんを紹介します。
名古屋市生まれの 歳。高校生までは
岐阜県で、大学時代は京都市、社会人に
なられてからは神戸市に移られました。
社会人として順風満帆だった頃、阪神・
淡路大震災で被災され、新しいライフラ
イン、インフラの必要性を感じたことが
人生の転機になったとのことです。その
後、通信業界に転身し、PHS通信事業
の立ち上げなどに関わられました。
魚津市との縁は、富山県の担当者にな
った時、最初の着任地が魚津市であった
ことが始まりです。２年ほど前からは、
県内各地で高齢者向けスマホ教室の開催
にも取り組んでこられました。昨年の６
月からは魚津市でも開催されています。
市役所では、ICT・デジタル技術の
活用推進のほか、今後の施策への提言、
企画立案等に関する職務にも従事されま
す。
召田さんご自身も始めは紙文化の中で
働いてこられた経験から、苦手な人にこ
そデジタル化を勧めていきたいそうで
す。「デジタル化を推進することで、今
まで以上に便利で住みやすいまちづくり
のお手伝いをしていきたい」と意気込み
を語ります。
56

〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
☎0765-23-1015 FAX0765-23-1076

とが好きで、亡くなった祖父が大

もな

てらだ
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ICT・デジタル
推進アドバイザー

め す だ

召田

2022 №918

す。理由は、ぼくがものを作るこ

私の夢は看護師になることで
す。どうして看護師を目指したい
と思ったかというと、自分が病院
へ行ったとき、こわくて心配して
いたら看護師さんが「大丈夫だ
よ。すぐ終わるよ。」と優しく声をかけてくれたこ
とがあったからです。私もそのときの看護師さんの
様にやさしく患者さんを安心させることができる看
護師になりたいと思っています。そのためにも相手
の気持ちを考え、優しく接していくことを大切にし
て夢に向かって努力していきたいと思います。

ぼくの夢は、大工になることで

萌那さん

寺田

６年生

壮佑くん

松﨑

そうすけ

まつざき

６年生

ソフトバンク株式会社

５ 月号

▲ラーメンがお好きな召田さん。
ラーメンに限らずおすすめのお店をぜひ紹介してほしいとのことです。

