
　新型コロナウイルスワクチンの詳細は、厚生労働省
ホームページ「新型コロナワクチンについて」（https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.
html）からも確認できます。
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お知らせ
12月の納税

固定資産税・都市計画税（第₃期）
納期限…12月27日㈪

　取扱金融機関は、市内に本店・支店の
ある金融機関の全国の店舗（イオ信用組
合を含む。商工組合中央金庫を除く。）、
全国のゆうちょ銀行・郵便局です。

納税課　☎443－2027

簡単・便利な口座振替のご利用を

※口座振替をご利用の方は、納期限の
日が振替日となります。前日までに
預貯金残高をご確認ください。

臨時納税相談窓口の開設
　平日の夜間に納税相談窓口を開設し
ます。電話での相談も可能です。
開設場所 納税課（市役所₂階）、税務事務所
税務課（婦中行政サービスセンター₂階）
［夜間（平日）納税相談窓口］
12月17日㈮、23日㈭、令和 4 年₁月11日㈫
の19：00まで
※夜間（18：00以降）に市役所へお越し
の際は、時間外窓口（庁舎北側地下₁階）
へ。車でお越しの方は、事前に納税課へ
連絡してください。

納税課　☎443－2029
税務事務所税務課　☎465－3135

夜間上下水道料金支払窓口の開設
　上下水道局（牛島本町二丁目）₁階の料
金課窓口を19：00まで延長して開設します。
12月の開設日 16日㈭、20日㈪、22日㈬
※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、支払い猶予を希望する方の相談
は、随時受け付けています。

上下水道局料金課　☎432－8512

令和 3年度コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターによる宝くじ
社会貢献広報事業のコミュニティ助成
を受け、長岡地区自治振興会では会議
テーブルや椅子などの公民館備品を整
備しました。

市民生活相談課　☎443－2046

油 の 流 出 事 故 の 防 止
　冬季は、給油中の不注意やタンクの
破損などにより、河川や用水に灯油が
流出する事故が多発します。給油中は
その場を離れないなど、事故防止に努
めましょう。

　また、こぼれた油は水で洗い流さず、
布や新聞紙で拭き取りましょう。

環境保全課　☎443－2086

所得税、市・県民税の障害者控除
　身体障害者手帳などをお持ちでなく
ても、65歳以上で、身体障害者・寝たき
り・認知症の方は、所得税や市・県民税
の控除を受けられる場合があります。
※控除には「障害者控除対象者認定」を
受ける必要があります。
※詳細は、問い合わせてください。

長寿福祉課　☎443－2062
各行政サービスセンター地域福祉課

　大沢野☎467－5811　大山☎483－1214
　八尾☎455－2461　婦中☎465－2114

各中核型地区センター
　山田☎457－2111　細入☎485－2111

介護給付費通知書の送付
　利用した介護サービスの内容や金額
などの通知書を、12月中旬に発送します。
※請求書や領収書ではありません。
※記載内容について不明な点は、ケア
プランを作成しているケアマネジャー
や、記載されている事業所、または介護
保険課へ問い合わせてください。

介護保険課　☎443－2193

・富山市新型コロナワクチン接種特設サイト　　
　https://city.toyama-vaccination.jp/

・Twitterアカウント　マチコ@富山市保健所
　@machiko_toyama

新型コロナウイルスワクチン未接種 (₁・₂回目）の方へ
　高齢の方や障害のある方で、地域的に医療機関が近くにないなどの理由からワクチン接種を受けられな
かった方の接種相談を受け付けます。

相談期間／12月 6 日㈪～24日㈮　相談方法／電話で、保健所地域健康課（☎428－1155）へ。

ワクチン接種に関する一般的な問い合わせはこちら

受付時間／平日₉：00～17：00
☎411－9064予約・相談センター（相談ダイヤル）

新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

※番号を確認の上、間違いのないよう注意してください。
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固 定 資 産 の 申 告
◆土地（宅地）
　令和₄年₁月₁日（賦課期日）に、所
有している宅地の使用状況が前年₁月
₁日と異なる場合は、「住宅用地（変更）
申告書」を提出してください。
提出期限 令和₄年₁月31日㈪
※住宅用の土地には税負担を軽減する
課税標準（税額算出の基礎となる額）の
特例措置があります。
◆家屋
　令和₄年₁月₁日までに、家屋の取
壊し・新築・増築・用途変更や、未登記家
屋の所有者変更などをされたときは、
連絡してください。なお、同日までに登
記が済んでいる場合は、連絡の必要は
ありません。
連絡期限 令和₄年₁月31日㈪
◆償却資産
　令和₄年₁月₁日に、市内で事業を
営んでいる法人や個人、および市内に
貸付資産を所有する方は、事業用資産
を申告してください。該当の方には申
告書を郵送していますが、届かない場
合は連絡してください。
申告期限 令和₄年₁月31日㈪
※各申告書は、市ホームページ（「固定
資産の申告」で検索）からダウンロード
できます。

資産税課　☎443－2034～2037
税務事務所税務課　☎465－2113

令和₄年度集団回収業者の登録
　小学校のPTAなど地域の団体が行う
集団回収で、集められた資源物（古紙類、
アルミ缶、スチール缶、牛乳パック、衣
類）の回収を希望する回収業者は、登録
申請してください。
登録要件

・市内に事務所があること 
・ 集められた資源物の引き取りができ

ること
・市税の滞納がないこと　など 

12月15日㈬までに、直接、環境セン
ター管理課（栗山）へ。

環境センター管理課　☎429－5017

市営住宅の入居に保証会社の
保証サービスが利用できます

　市営住宅入居申請時には、連帯保証
人が必要ですが、連帯保証人が見つか
らない方も、市が指定する保証会社の
保証サービスを利用することで入居が
できます。また、入居中の方が連帯保証
人を変更する場合も同様です。
　希望する方は、入居申請時や入居後
の契約変更手続きの際に、問い合わせ
てください。
※保証契約には保証会社の審査があり、
保証料などの負担が必要です。

市営住宅管理事務所　☎471－5291
市営住宅課　☎443－2097

富山市の市外局番は（076）です。

消費生活センター　☎443－2047

くらしの情報あれこれ

［アドバイス］
・ヤミ金融や悪質業者に手を出す前

に、相談機関に相談しましょう。
・消費生活センターでは、事例の

ような借金（債務整理、過払い金
など）に関する相談を受け付け
ています。秘密は厳守されます
ので、安心して相談してください。

　借金の返済に困ったら、早めに
相談しましょう。

　「新型コロナウイルス感染症の
影響で仕事がなくなり、収入が減
少した」「住宅ローンなどの返済が
困難になってきたがどうしたらよ
いか」という相談が寄せられてい
ます。

⃝消費生活相談員による多重債務相談
㈯㈰㈷を含む毎日10：00～18：30

（年末年始およびCiC休館日は除く）
※予約不要。

⃝司法書士による多重債務相談会
毎週㈬13：00～16：00

（㈷、年末年始およびCiC休館日は除く）
※予約可。

第11回特別弔慰金の請求はお済みですか
支給対象／
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和₂年₄月₁日において、
公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、ご遺族の
お一人に特別弔慰金が支給されます（次の⑴～⑷の順番によ
ります）。

支給内容／額面25万円、₅年償還の記名国債　　
請求期限／令和₅年₃月31日まで
受付場所／福祉政策課（市役所₃階）
必要なもの／印鑑、請求者の戸籍抄本（令和₂年₄月₁日
以降に発行されたもの）、本人確認ができるマイナン
バーカードや運転免許証　など
※他の戸籍書類などが必要になる場合があります。

　 福祉政策課　☎443－2164　　
　　　　　 各行政サービスセンター地域福祉課

　　　　　　　　　　　　　　大沢野☎467－5811　　大山☎483－1214　　
八尾☎455－2461　　婦中☎465－2114　

［すでに請求された方へ］
　国債の交付まで₁年以上かかる場合がありますの
で、案内が届くまでお待ちください。

⑴ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
⑵ 戦没者等の子
⑶ 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹（戦没者の死亡当時、 
　 生計関係を有していたかなどの要件により順番が変わります）
⑷ ⑴～⑶以外の三親等内の親族（戦没者等の死亡時まで引き 
　 続き₁年以上生計関係を有していた方）
※ 支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族（生まれてい 
　 たこと）が要件となります（子は胎児も含まれます）。
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健康診査・がん検診の
受け忘れはありませんか

　対象者（富山市国民健康保険の被保険
者や健康保険加入者の被扶養者など）
には、₅月に受診券を送付しています。
受診していない項目がないか、受診券
を確認してください。
受診期限 12月28日㈫
　期限が迫っていますので、受診を検討
中の方は速やかに指定医療機関へ予約
をしてください。
※受診期限を過ぎると、令和 3 年度の
受診券は使用できなくなります。
≪がん検診≫

保健所地域健康課　☎428－1153
≪国民健康保険特定健診、後期高齢者の健診≫

保険年金課　☎443－2064、2063

無料職業紹介所「JOB活とやま」
　就職を希望する方などに、無料で職
業紹介や就労相談を行っています。
開設時間㈪～㈮₈：30～17：15
※㈷および年末年始を除く。

JOB活とやま（市役所 7 階）
・相談者に適した職業の紹介

　・求人情報の閲覧
　　（ハローワークの求人情報も閲覧可）
　・履歴書の作成や面接対策への助言
※人材不足でお悩みの企業などの求人
情報も募集しています。登録方法など
詳細は、問い合わせてください。

JOB活とやま　☎443－2231

年末の交通安全県民運動
実施期間 12月11日㈯～20日㈪
　年末は、交通事故が多発する傾向に
あります。交通ルールとマナーを守り
ましょう。
◆スローガン
ゆっくり走ろう 雪のふる里 北陸路
◆運動重点
①高齢者の交通事故防止
　（北陸三県統一重点）
②夕暮れ時と夜間の交通事故防止
③飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶

生活安全交通課　☎443－2052

スポーツ施設� 冬季閉鎖 　　

⃝パークゴルフ場（岩瀬天池町）
期間 12月16日㈭～令和₄年 4 月上旬
⃝常願寺川パークゴルフ場（大島三丁目）
期間 12月16日㈭～令和₄年 4 月上旬
⃝婦中パークゴルフ場（婦中町羽根）
期間 令和₄年 3 月31日㈭まで
⃝N

ニック ス
IXSスポーツアカデミー

　サイクルパーク（八尾町桐谷）
期間 令和₄年 4 月下旬まで
⃝婦中スポーツプラザ（婦中町板倉）
期間 12月28日㈫～令和₄年 2 月28日㈪
⃝五福芝生スポーツ広場�芝生広場（五福）
期間 12月20日㈪～令和₄年 4 月上旬
※このほかの屋外施設については、各
スポーツ施設に問い合わせてください。

スポーツ健康課　☎443－2139

おいしいとやま食べきり運動
　年末年始は家族の集まりなど、外食
の機会が多くなります。食べ残しを減
らすよう、次のことに取り組みましょう。
・適量を注文し、食べきりましょう。
・残した料理を持ち帰ることができる

お店もあるので、確認しましょう。
消費生活センター　☎443－2123

募　　集
市社会福祉協議会職員
職種・採用人数 事務職・₁人
採用予定日 令和₄年 4 月 1 日
₁次試験の日・場所 令和₄年₁月15日㈯・
市総合社会福祉センター（今泉）
受験資格 平成₃年₄月₂日～平成12年
₄月₁日生まれで、社会福祉士または
精神保健福祉士の資格を有する方（令和
₄年実施の当該国家試験に合格見込みの方）

令和₄年 1 月 4 日㈫（消印有効）まで
に、申込書を、郵送（簡易書留）または
直接、市社会福祉協議会事務局（〒939
－8640　今泉83－ 1 ）へ。
※受験案内、申込書は、市社会福祉協議
会本所・支所にあるほか、ホームページ

（http://www.toyamacity-shakyo.jp/）
からもダウンロードできます。

市社会福祉協議会　☎422－3400

市 営 住 宅 入 居 者
⃝布目団地（布目3490番地）
間取り₂DK、₃DK
家賃 22,100～55,600円
⃝長沢団地（婦中町長沢4124番地）
間取り₂LDK、₃DK
家賃 27,700～60,000円
⃝下赤江団地（下赤江町二丁目₂番₁号）
間取り₃DK　家賃 16,300～42,400円
［共通項目］

敷金 家賃の₃カ月分　駐車場 あり
入居決定方法 申込順　申込受付期間 常時
申込受付場所 市営住宅管理事務所

（Toyama Sakuraビル₂階：新桜町）
※家賃は、間取りや収入などによって
異なります。
※詳細は、市営住宅管理事務所ホーム
ページ（https://toyama-shieijutaku.net/）
で確認するか、問い合わせてください。

市営住宅管理事務所　☎471－5291

ガラス美術館協議会委員
　ガラス美術館の運営について、意見
をいただく委員を募集します。

市内在住の満20歳以上で、日中に行う
会議（年 1 回）に出席できる方（市の他
の審議会などの委員を除く）

2 人程度
任期 令和₄年 3 月22日～令和₆年 3 月21日

令和 4 年 1 月11日㈫（必着）までに、
郵送、Eメールまたは直接、郵便番号、
住所、氏名、年齢、電話番号、職業、応募
の理由を、ガラス美術館（〒930－0062　
西町 5 － 1 ）へ。

ガラス美術館　☎461－3100
Ｅ bijutsukan-01@city.toyama.lg.jp

講座・講演
パ ー ク ゴ ル フ（初 級）

　未経験者や初級者を対象に、ルールや
基本を学び、簡易コースで実践します。

令和₄年₁月14日～ 3 月18日の㈮
　13：00～15：00（全₉回）

アイザック スポーツドーム
   （八木山）
講師 日本パークゴルフ協会公認指導員
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24人（応募多数の場合抽選）
3,000円（₉回分）
12月23日㈭までに、電話で、アイザック 

スポーツドームへ。市体育協会ホーム
ページ（https://www.taikyou-toyama.
or.jp/）からも申し込みできます。

アイザック スポーツドーム　
☎468－0971

冬 休 み 水 泳 体 験 教 室
　水慣れからクロールまで、水泳の基礎
を学ぶ教室です。
⃝₁日体験教室

12月24日㈮、25日㈯
　14：00～14：45、15：00～15：45

市民プール（荒川四丁目）
各40人（申込順）　 1,000円

⃝₃日間短期教室（全₃回）
12月24日㈮～26日㈰

　14：00～14：45、15：00～15：45
東富山温水プール（米田）
各30人（申込順）
3,000円（₃回分前納）

［共通項目］
₃歳～小学生
事前に、電話または直接、富山スイ 

ミングクラブ（市民プール内）または 
富山スイミングクラブ東富山（東富山
温水プール内）へ。

富山スイミングクラブ　☎425－1568
富山スイミングクラブ東富山　☎438－5531

スポーツ健康課　☎443－2140

角川介護予防センター�各教室
Ａ�メタボリック教室
　高血圧、糖尿病などの生活習慣病を
予防するための運動や栄養指導などを
行います。
期間 令和₄年₁月₄日～ 3 月31日の㈪㈭
または㈫㈮（全24回）
コース  ①10：30～12：30 ※㈫㈮のみ。
　　　②13：30～15：30 ③18：30～20：30

25,140円
Ｂ�ロコモ教室
　加齢に伴う骨、筋肉などの衰えを改善
するための運動などを行います。
期間 令和₄年₁月₅日～ 3 月30日の㈬㈯

（全24回）
時間  10：30～12：30　

25,140円　
C�脳活性（ライフキネティック）教室
　脳に刺激を与え、神経伝達機能の向
上を図り、認知機能の低下を予防する
教室です。
期間 令和₄年₁月₅日～₃月30日の㈬

（全12回）
時間  13：30～14：30　

14,660円　
［共通項目］

角川介護予防センター（星井町二丁目）
40歳以上の方
各教室20人（応募多数の場合抽選）
12月20日㈪までに、電話で、角川介護

予防センターへ。
角川介護予防センター　☎422－1220

男女共同参画サテライト講座
●知って、学んで、楽しもう！
　～みんなで子育て、孫育て講座～
　子ども・子育てを取り巻く現状につ
いて考え、「子育ち」のための身近な大
人の役割を一緒に話します。

令和₄年₁月15日㈯14：00～15：30
とやま市民交流館 学習室₁

　（CiC₃階：新富町一丁目）
市内に在住か通勤・通学している方

講師 明
あけ

柴
しば

聰
さと

史
し

さん（富山国際学園富山短
期大学幼児教育学科講師）

30人（申込順）　
無料
令和₄年₁月₇日㈮（必着）までに、

往復はがき、ＦＡＸ、Eメールで、講座名、
郵便番号、住所、参加者氏名（フリガナ）、
年齢、電話番号、ＦＡＸ番号（ＦＡＸで申し込む方）
を、男女共同参画推進センター（〒930
－0002　新富町一丁目₂－₃）へ。

男女共同参画推進センター　
☎433－1760　　℻433－1761

Ｅ suishin-01@city.toyama.lg.jp

富山市の市外局番は（076）です。

日時／令和₄年 1 月17日～ 3 月14日の㈪16：00～17：00
対象／小学₁～₃年生の水泳初心者
定員／₅人（応募多数の場合抽選）
費用／9,000円（入浴料含む）

★はじめてのジュニアスイミング教室（全₉回）

日時／令和₄年 1 月₇日～ 3 月25日の㈮10：30～11：30
内容／ストレッチ、姿勢改善エクササイズ、産後のヨガ、
　　　ピラティス
対象／₃カ月～₃歳未満のお子さんをお持ちのお母さん
定員／各₅人（応募多数の場合抽選）
費用／月4,500円（入浴料含む）
※託児室にお子さんを預けることができます（₁人目

無料、₂人目以降₁人につき500円）。

★子育てママのリフレッシュ教室（月₄回）

★はじめての水中ウオーキング教室（全12回）
日時／令和₄年 1 月₆日～₃月24日の㈭10：30～11：30
対象／40歳以上の方　
定員／₅人（応募多数の場合抽選）
費用／月4,000円（入浴料含む）

ウィンディ　☎468－3333　 https://www.windy.cc/ウィンディ  冬期健康教室

環境センター管理課　
☎429－5017

ごみ出しのルール
　会社やお店から出るごみは、町内
のごみ集積場に出さないでね。

場所／大沢野健康福祉センター「ウィンディ」（春日）
申込方法／令和₄年 1 月₅日㈬までに、
電話または直接、ウィンディへ。ホーム
ページからも申し込みできます。
※詳細は、ホームページをご覧ください。

共通項目
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開催日時 開催場所 内容 対象 定員 費用 申込方法 問い合わせ ☎電話 ℻ファクス ＥＥメール ホームページ

心 の 健 康 づ く り 講 座
●子どものゲーム・スマホ・ネット依存
について
12月12日㈰10：00～11：30（受付₉：30～）
八尾健康福祉総合センター（八尾町福島）
市内に在住か勤務している方

講師 森
もり

 昭
あき

憲
のり

さん（富山県リハビリテーション
病院・こども支援センター小児科部長）

50人（申込順）　 無料
12月₉日㈭までに、電話またはEメール

（件名「心の健康づくり講座」）で、氏名、
電話番号を、保健所保健予防課へ。
※オンラインでも受講できます。希望
する方は、メールで申し込んでください。
※ウェブ会議アプリ「Zoom」を使用し
ます。各自で準備をお願いします。

保健所保健予防課　☎428－1152
Ｅ hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp

催し・イベント
剣道・柔道稽古始め式

⃝剣道稽古始め式　※見学自由。
　 令和₄年₁月₃日㈪　　
　　居合道…13：00～14：00
　　剣道……14：00～16：00 
　 県営富山武道館（牛島町） 
⃝柔道稽古始め式　※見学自由。
　 令和₄年₁月₅日㈬14：00～16：00 
　 県営富山武道館 

県営富山武道館　☎431－0170

エンジョイ！冬の子どもの村
　スノーチューブそり遊びやアイス 
キャンディー作りなどを体験します。

令和₄年₁月30日㈰10：30～
   （受付10：00～）

野外教育活動センター「子どもの村」 
　（山田赤目谷）

年長児～小学₂年生とその保護者
20家族（応募多数の場合抽選）　
年長児820円、小学生900円、保護者1,000円
12月10日㈮～23日㈭に、市体育協会

ホームページ（https://www.taikyou-
toyama.or.jp/)から申し込んでください。

子どもの村　☎457－2311
　

第42回元旦マラソン大会
令和₄年₁月₁日㈷10：00～　※雨天決行。

集合場所 護国神社（磯部町一丁目）
コース 護国神社北側参道～布瀬公園～
神通川緑地公園を往復（約4.1km） 

1,000人（申込順）
中学生以上1,000円、小学生以下500円

※申込手数料212円が別途必要。
12月19日㈰までに、e

イー

-m
モ シ コ ム

oshicom（https://
moshicom.com/）から申し込んでください。　
※完走証、参加賞あり。
※詳細は、富山ランニングクラブホーム
ページ（https://toyamarc.jimdo.com/）
をご覧ください。

富山ランニングクラブ（東条）
　☎090－1855－9544

スポーツ健康課　☎443－2141

新 春 初 泳 ぎ 会
令和₄年₁月 5 日㈬10：00～12：00
市民プール（荒川）　 無料

※₂階観客席からの見学不可。
※式典終了後、12：00までプールを無料開
放します（フィットネスルームは有料）。
※小学₃年生以下は保護者同伴。

市水泳協会　☎425－1568
市民プール　☎491－8899

スペシャルミニコンサート
12月22日㈬12：20～12：50
市役所₂階市民ホール

出演 桐朋アカデミー・アンサンブル
※出演者の事情などにより、変更・中止
する場合があります。

文化国際課　☎443－2040

まちなかサロンの冬休み
　地域の人と一緒に、伝統的な冬の風
物詩を体験します。
⃝門松作り体験

12月25日㈯
　10：00～12：00、13：00～15：00

小学生とその保護者
講師 NPO法人B

バ ン ブ ー

amboo s
セ ー ブ ズ

aves t
ジ

he e
ア ー ス

arth
各₈組（申込多数の場合抽選）
1,000円
⃝書き初め体験

令和₄年₁月₆日㈭
　①10：00～12：00、②13：00～15：00

富山ガラス工房　☎436－3322富山ガラス工房　冬休み特別制作体験

ミルフィオリ 　花模様のパーツを組み合わせて、ア
クセサリーやストラップを作ります。

時間　①₉：２０～１０：２０ ②１０：３０～１１：３０
　　　③１３：２０～１４：２０ ④１４：３０～１５：３０
料金　小・中学生１,６００円（一般１,9００円）

吹きガラス 　溶けたガラスに息を吹き込んで、オリ
ジナルコップなどの器を制作します。

時間　₉：００～１２：００、１３：００～１６：００
　　　※制作時間は₁時間程度。
料金　小・中学生２,１００円（一般２,６００円）

場所　富山ガラス工房第₂工房（西金屋）
作品のお渡し　吹きガラス、ミルフィオリは制作日から
　　　　　　　₂週間後以降、万華鏡は制作当日。
申込方法　事前に、電話または直接、富山ガラス工房へ。
※小・中学生は保護者同伴。

期間 １２月１8日㈯～２7日㈪、令和 4年₁月₅日㈬～１0日㈷ 対象 小学生以上

ガラス万華鏡 　中に入れるガラスのかけらを選ん
で、キラキラ光る万華鏡を制作します。

時間　①₉：２０～１０：２０ ②１０：３０～１１：３０
　　　③１３：２０～１４：２０ ④１４：３０～１５：３０
料金　小・中学生１,６００円（一般１,9００円）
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富山市の市外局番は（076）です。富山市の市外局番は（076）です。

①小学₃・₄年生、②小学₅・₆年生
講師 書道ボランティアの皆さん

各15組（申込多数の場合抽選） 　
200円

［共通項目］
総曲輪レガートスクエア（総曲輪四丁目）
12月₆日㈪～17日㈮に、総曲輪レガート

スクエアホームページ（https://www.legato-
sogawa.org/）から申し込んでください。

総曲輪レガートスクエア協議会事務局　　　
（まちスポとやま）　☎461－3332

まちなか総合ケアセンター　
☎461－3603

W
ウイ ー ク エ ン ド

eekend�F
フ ラ ワ ー

lower/F
フローラル

loral�M
マ ル シ ェ

arche
　富山市産の切り花（ストック）の販売を
行います。週末に花を飾って、家族や友人
と過ごしませんか。

12月17日㈮16：00～
※無くなり次第終了。

富山駅南北自由通路
フローラルとやま実行委員会

(農業水産課内）　☎443－2083

施設行事
郷土博物館（本丸）

☎432－7911
大人210円、高校生以下無料

◆企画展「館蔵武具展」
　火縄銃ややり、刀など、郷土博物館所
蔵の武具を紹介します。
期間 12月18日㈯～令和₄年₂月13日㈰
※12月22日㈬、12月28日㈫～令和₄年
₁月₄日㈫は休館。

ガラス美術館（西町）
☎461－3100
常設展 一般・大学生200円、高校生以下無料

◆常設展展示替え「コレクション展�
　ヴェネチアン・グラスと現代の作家たち」
　新たに収蔵した巨匠リノ・タリアピ
エトラ氏の作品をはじめ、ヴェネチアン・
グラスの手法を取り入れながら独自の
表現を展開するガラス作家たちの作品
を紹介します。
期間 12月18日㈯～令和₄年₅月15日㈰
※第₁・₃㈬、12月29日㈬～令和₄年₁月
₁日㈷は休館。

※令和₄年₅月₄日㈷は開場、5 月11日㈬
は閉場。

ガラス美術館₄階 展示室 4 、透ける収蔵庫
※展示内容の詳細は、ホームページ

（https://toyama-glass-art-museum.
jp/）をご覧ください。
※本展観覧券でグラス・アート・ガーデン

（ガラス美術館 6 階）も観覧できます。

科学博物館（西中野町一丁目）
☎491－2125
大人530円、高校生以下無料 ㈯はカップル無料
https://www.tsm.toyama.toyama.jp/

※以下の催しで記載のないものは
　 科学博物館　 観覧料のみ　 不要
◆年末年始臨時休館
期間 12月28日㈫～令和₄年₁月₄日㈫
◆スペシャルプラネタリウム「クリスマス」
　落ち着いた雰囲気の中で、クリスマスの
頃の星空や、クリスマスツリーのてっぺん
を飾る星の意味などについて解説します。
※子ども向け番組とは異なります。

12月25日㈯13：00～13：45、16：00～16：45
各140人（先着順）
◆ロビー展「えとの動物�～トラ～」
　2022年のえと「トラ」の紹介や、トラ
にちなんだ生き物、鉱物、星座などを幅
広く紹介します。

12月18日㈯～令和₄年₁月23日㈰
◆実験講座「さわって面白い！見て�
　面白い！『科学体験教室』w

ウ ィ ズ

ith富大生」
　富山大学の学生と一緒にルミノール
反応で光る実験やロウを溶かす実験な
どを行います。

12月18日㈯、19日㈰10：00～16：00 
※随時開始（各回30分程度）。

各回16人（先着順）

図書館本館（西町）
☎461－3200

◆放送大学�冬のオープンセミナー
　「データサイエンスの魅力」
　データの分析や解析を行い、有益な
情報を導き出すデータサイエンスを、
身近な例を挙げながら分かりやすく紹
介します。

12月19日㈰10：30～12：00
図書館本館 3 階 セミナールーム

講師 春
はる

木
き

孝
たか

之
ゆき

さん（放送大学富山学習セ
ンター客員准教授、富山大学学術研究
部都市デザイン学系准教授）

40人（申込順）　
無料
事前に、電話またはEメールで、講座名、

氏名、電話番号を、放送大学富山学習
センターへ。

放送大学富山学習センター
　☎0766－56－9230

Ｅ toyama.sc@ouj.ac.jp
◆おはなし会
���昔話を中心とした語りの会です。

12月19日㈰14：00～14：40
※毎月第 3 ㈰開催。

図書館本館 3 階 ふれあい交流ルーム
「かさじぞう」、「金いろとさかのオン

ドリ」　など
₅歳児から　 15人（先着順）
・ 不要
◆にちようおはなし会
　絵本の読み聞かせと、折り紙でオリ
ジナルカレンダーを作ります。

12月26日㈰11：00～11：30
※毎月最終㈰開催。

こども図書館（CiC₄階：新富町一丁目）
3 歳程度　 ₅人程度（先着順）

・ 不要
こども図書館　☎444－0644

公営競技事務所☎438－3400
https://www.toyama-keirin.com/

岸和田（FⅠ）場外……12月16日㈭～18日㈯
伊東温泉記念（GⅢ）場外…12月16日㈭～19日㈰
松阪ナイター（FⅠ）場外…12月17日㈮～19日㈰
名古屋（FⅠ）場外……12月23日㈭
松戸ナイター（FⅠ）場外…12月23日㈭～25日㈯
佐世保記念（GⅢ）場外…12月23日㈭～26日㈰
KEIRINグランプリ静岡（GP）場外…

12月28日㈫～30日㈭
岐阜（FⅡ）場外………12月28日㈫～30日㈭
京都向日町（FⅠ）場外…₁月₄日㈫～₆日㈭
四日市ナイター（FⅠ）場外…₁月₄日㈫～₆日㈭
立川記念（GⅢ）場外…₁月₄日㈫～₇日㈮
佐世保ナイター（FⅠ）場外…₁月₇日㈮～₉日㈰
名古屋（FⅠ）場外……₁月₈日㈯～10日㈷
和歌山記念（GⅢ）場外…₁月₉日㈰～12日㈬
静岡ナイター（FⅠ）場外…₁月10日㈷～11日㈫
玉野ナイター（FⅠ）場外…₁月12日㈬～14日㈮
大垣（FⅠ）場外………₁月13日㈭～15日㈯
岸和田（FⅡ）場外……₁月14日㈮～16日㈰
大宮記念（GⅢ）場外…₁月15日㈯～18日㈫
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市民プラザ（〒930－00８４　大手町₆－1４）
https://www.siminplaza.co.jp/

Ｅ info@siminplaza.co.jp

詳細は、ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。

◆冬の開園情報（令和 4年₂月28日㈪まで）　
　［開園時間］10：00～15：30（入園は15：00まで）
　［入園料］大人500円、中学生以下無料
　※12月28日㈫～ 1 月 4 日㈫は休園。
・期間中に 3 回来園すると、ソフトクリームなどが

もらえるスタンプカードを発行します。

ファミリーパーク 
　　　冬のイベント

ファミリーパーク（古沢）　☎434－1234

■パステルアートでクリスマスカードづくり
日時／12月19日㈰13：00～15：00　
場所／自然体験センター　費用／₁枚200円　※申込不要。

■動物ガイド「カピバラで楽しむ風物詩」
　　季節ごとの記念日に合わせた

お風呂に入るカピバラを見な
がら、生態や寒い冬の飼育の
工夫などの解説を聞きます。

　場所／カピバラ舎前
　費用／入園料のみ
［冬至のゆず湯］（ゆずとカボチャ）

日時／12月18日㈯、19日㈰10：30～10：45　
［春の七草］（カブと大根）

日時／令和₄年₁月₈日㈯、₉日㈰10：30～10：45
［お風呂の日］（小松菜など旬の野菜）

日時／令和₄年₂月₅日㈯、₆日㈰10：30～10：45

■里ノ助とあそぼう「クリスマス飾りを作ろう」
　　紙皿と木の実を使ってクリスマス飾りを作ります。
日時／12月18日㈯11：00～11：30　場所／自然体験センター
定員／10人（先着順）　費用／無料

■ウシたちにとっておきクリスマスプレゼント
　　今年の干

え

支
と

として頑張ったウシ科動物に、ケーキに見立てた
餌や遊び道具をプレゼントします（各回15分程度・解説付き）。
日時／12月18日㈯シバヤギ…11：00～、カモシカ…14：00～

            12月19日㈰ヒツジ……11：00～、バイソン…14：00～
　　　　※雨天決行。
場所／カモシカ、バイソン…各動物舎
　　　シバヤギ…こども動物園内
　　　ヒツジ…乗馬広場横
費用／入園料のみ

まちづくり事業部　☎495－5900
地場もん屋総本店　☎481－6337 本社事業部　☎493－1313

　「花のの」という言葉からひらめいた風景を、さまざ
まな手法で表現した展覧会です。
　26人の国内外の作家がそれぞれ考える「花のの」の世
界に触れてください。会期中は、作家によるワーク
ショップや講演会なども行います。

　新鮮な地場野菜を、鍋でおいしく
モリモリ食べましょう。選ぶのが楽
しくなる品揃えでお待ちしています。

［鍋もんフェア］

期間／12月 6 日㈪～17日㈮

日時／12月11日㈯～19日㈰10：00～17：00
会場／富山市民プラザ 2 階 アートギャラリー　ほか
観覧料／500円、高校生以下無料
　　　　※障害者手帳をお持ちの方および付添者 1 人

まで無料。
出品作家／玉

たま

分
わけ

昭
あき

光
みつ

さん（銅版画家）
　　　　　谷

たに

 英
えい

志
じ

さん（ドローイング作家）
　　　　　高

たか

澤
さわ

里
さと

美
み

さん（写真家）
　　　　　清

きよ

河
かわ

北
ほく

斗
と

さん（彫刻家）
　　　　　上

うえ

田
だ

 剛
つよし

さん（金属工芸家）　など

［おうちでごちそうフェア］
　数量限定・予約制のオリジナルオードブルなどを
販売します。
　日程など詳細は、市民プラザホームページをご覧く
ださい。
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xhibition 26名の作家による作品展

地場もん屋総本店  フェア開催

令和 4 年 2 月28日㈪まで、自然体験セン
ターのかふぇムーにカピバラグッズコー
ナーを設置します。カピバラカレー（₁日
20食限定）も販売しています。 カピバラカレー


