
令和４年７月の行事予定

場　所 内　　　容 担　当 資料

2 土 10:00 ゆかり営農組合 うおづのやさい親子体験会～ハウス白ねぎについて学ぼう～ 農林水産課

3 日 13:00 タナノナカミセ（中央通り） 魚津市高校生合同動画制作プロジェクト 第１回実行委員会 地域協働課 ○

6 水 9:00 新川文化ホール 魚津市美術協会　第15回会員小作品展 【彫刻・工芸】（～18日）
生涯学習・
スポーツ課

8 金 13:50 星の杜小学校 UO!SPO～Pana Festa 2022～ ラグビークリニック
生涯学習・
スポーツ課

○

9 土
8:45

13:15
桃山運動公園陸上競技場
ありそドーム

UO!SPO～Pana Festa 2022～ ラグビークリニック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バレーボールクリニック

生涯学習・
スポーツ課

○

10 日 7:00 市内各投票所 参議院議員通常選挙投票日
選挙管理委員
会

10 日 8:30
桃山運動公園陸上競技場
ありそドーム

UO!SPO～Pana Festa 2022～ ラグビークリニック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バレーボールクリニック

生涯学習・
スポーツ課

○

10 日 14:00 図書館 シネマ倶楽部 「喰いしん坊！～大喰い苦闘篇～」 図書館

12 火 10:30
水族館横
レストハウス2Ｆ

こそだて♡ツナグ輪 「みらリン」 都市計画課

13 水 水族館 夏の企画展 「とんがり展」（～9/25） 水族館

14 木 10:00
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

15 金 埋没林博物館
魚津市制70周年記念特別展
「富山の海のふしぎ　魚津の三大奇観」 （～10/31）

埋没林博物館

16 土 10:00 ミラージュプール ミラ－ジュプールオープン 都市計画課 ○

17 日 9:00 経田漁港 海難救助訓練 魚津消防署

18 月
14:00
18:00

新川文化ホール
市制施行70周年記念事業

ホールシネマ in ミラージュ 「百年の蔵」 上映会
生涯学習・
スポーツ課

19 火 9:30 西部中学校 戦争と平和についてのおはなし会 企画政策課

20 水 9:00 新川文化ホール 魚津市美術協会　第15回会員小作品展 【絵画】（～8/1）
生涯学習・
スポーツ課

20 水 10:20 よつば小学校 戦争と平和についてのおはなし会 企画政策課

21 木 14:00 市長公室 ものづくり青年技能者の全国大会等出場に対する激励会 商工観光課 ○

金 10:00
みんなのみなと
（魚津総合公園）

はじめての外あそび② ～コロコロさんこんにちは～ 都市計画課

23 土
10:00
14:00

図書館
市制施行70周年記念事業

ホールシネマ in ミラージュ 「百年の蔵」 関連上映会
生涯学習・
スポーツ課

23 土 8:50 埋没林博物館集合
第３回水の学び舎ツアー
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～

生活環境課

23 土 10:00 埋没林博物館 海のお宝？海のごみ？シーグラスでアート！ 埋没林博物館

24 日 10:00
ふれあい広場
（魚津総合公園）

パパクエスト　～スプラッシュ！水鉄砲鬼ごっこ～ 都市計画課

25 月 9:00 道下小学校 戦争と平和についてのおはなし会 企画政策課

25 月 10:30
水族館横
レストハウス2Ｆ

ママのWA　～バランスボールエクササイズ～ 都市計画課

26 火 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

28 木 10:00 清流小学校 戦争と平和についてのおはなし会 企画政策課

日　時
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令和４年７月の行事予定

場　所 内　　　容 担　当 資料日　時

29 金 図書館
ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター展
核兵器のおそろしさ、平和の大切さについて考えてみませんか？
（～8/31）

企画政策課

29 金 7:00 経田浜ほか
（第２回）夏の特別体験会
～うおづの海・山・里の自然をオール体験！～

農林水産課

29 金 9:00 星の杜小学校 戦争と平和についてのおはなし会 企画政策課

29 金 10:30
水族館横
レストハウス2Ｆ

ひよひよマーケット in みらパーク （～30日） 都市計画課

30 土 10:30 図書館 みんな集まれ！おはなし＆こどもシネマ 図書館

30 土 13:00 新川文化ホール
空き家対策セミナー
『不動産屋さんと司法書士さんの空き家の発生予防方法』

都市計画課 ○

31 日 9:00 桃山運動公園野球場
市制施行70周年記念事業

宝くじスポーツフェア ドリーム・ベースボール
生涯学習・
スポーツ課

○

31 日 10:00
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

〈メモ〉

「社会を明るくする運動」強調月間 市民課

河川･海岸愛護月間 農林水産課

埋没林博物館

夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動推進期間（7～８月）
生涯学習・
スポーツ課

企画展 「魚津城と松倉城」展 （～10/2）

色変わりカエルウォンテッド （～9/30） 水族館

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 （～8/31）

歴史民俗博物館
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