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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 ページ番号

お知らせ
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］
3月16日㈭、23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。
3月の開設日 16日㈭、22日㈬、27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

水路の日常管理をお願いします
　環境保全や、大雨の時の浸水防止の
ため、地域の皆さんで水路の日常管理
（水路の泥上げ、除草など）にご協力を
お願いします。

農村整備課　☎443－2084
道路河川管理課　☎443－2093

小 型 特 殊 自 動 車・
軽自動車をお持ちの方へ
●小型特殊自動車をお持ちの方は、
軽自動車税（種別割）の申告が必要です
　小型特殊自動車（コンバイン、農耕ト
ラクター、フォークリフトなど）は、公
道走行の有無に関わらず、所有してい
るものは課税の対象になります。申告
をしてナンバープレートの交付を受
け、車体の見やすい箇所に取り付けて
ください。
●軽自動車税（種別割）の重課税率
　三輪および四輪以上の軽自動車のう
ち、毎年4月1日時点で初度検査から
13年を経過する車両に対し、おおむね
20％税率が上乗せされる重課が適用さ
れます。
　令和5年度は、初度検査年月が平成
22年3月以前の車両が対象です。
※初度検査年月は、自動車検査証（車検
証）で確認してください。
●軽自動車税（種別割）のグリーン化
特例（軽課）
　三輪および四輪以上の軽自動車のう
ち、一定の環境性能を有するものにつ
いて、その燃費性能に応じて税率を1年
限り軽減する軽課（おおむね75%、
50%、25%軽減）が適用されます。
　令和5年度は、初度検査年月が令和4年
4月から令和5年3月までの、一定の環
境性能を有する車両が対象です。
　詳細は、市ホームページ（ 1010219）
をご覧ください。

市民税課　☎443－2031
税務事務所税務課　☎465－3135

自転車損害賠償責任保険への
加入費用を一部補助します
・市内在住の小学生～高校生
・市内在住の65歳以上で、令和 3年 4
月 1日以降に全ての運転免許を自主返
納された方（これまでに補助を受けて
いない方）
対象保険1億円以上の賠償責任補償が
ある契約中の保険などで、令和4年4月
1日以降に支払ったもの
補助額年額500円
3 月31日㈮（必着）までに、申請書と添付

書類を、郵送、Eメールまたは直接、交通政
策課（〒930－8510　新桜町 7－38：市役所
6階）、各行政サービスセンター市民生活課、
各中核型地区センター、各地区センターへ。
※申請書は各窓口にあるほか、市ホーム
ページ（ 1006383）からもダウンロード
できます。

交通政策課　☎443－2192
Ｅ koutuseisaku@city.toyama.lg.jp

3 月26日は美化推進デー
●美化活動を実践しましょう
　きれいで住みよい生活環境をつくるた
め、自宅前などの清掃を行いましょう。
●地域で環境美化の意識を高めましょう
　地域の環境美化活動には、声を掛け
合って多くの参加を呼び掛けましょう。
●喫煙マナーの向上に努めましょう
　吸い殻のポイ捨てにつながる「路上喫
煙」「歩きたばこ」はやめましょう。

環境センター業務課
☎429－7366

新型コロナウイルスワクチン オミクロン株対応ワクチン接種のお知らせ
　オミクロン株対応ワクチンは、2回目接種を終えた12歳以上の方が対象です。まだ接種を受けていない方は、早めの接種
を検討してください。

問い合わせ

受付時間　平日9：00～18：00、㈯㈰㈷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

特設サイト

　令和4年度の集団接種は、3月11日㈯で終了します。集団
接種終了後も、市内の医療機関での個別接種は継続します。
　集団接種の予約は、予約・相談センター（予約ダイヤル
☎411－9065）で受け付けしています。予約には接種券に
記載の「接種券番号」が必要です。

●集団接種

接種会場 接種日 受付時間

保健所（蜷川） 3月11日㈯ 10：30～12：00

初回（1・2回目）接種を希望する
場合は、予約相談センターへ相談
してください。
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高齢者おでかけタクシー券のご利用を
　１冊3,500円で、5,000円分の「おでかけ
タクシー券」（外出支援タクシー券）を
利用できます（年度内10冊まで）。
※市内および県内隣接市町村で、4月
1日㈯から利用可。
※利用時には、「利用者証」（500円で発行・
年度内有効）の提示が必要です。
次の全てに該当する方

・在宅の要介護1以上の認定を受けた方
・同居家族の前年所得の合計額が1,000万円 
　未満の方
※令和5年度富山市心身障害者福祉
タクシー券および福祉ガソリン給油券
の交付を受けた方を除く。
3月24日㈮から、利用者の本人確認書類

（健康保険証など）、印鑑、代金を持参の上、
直接、長寿福祉課（市役所3階）または
各行政サービスセンター地域福祉課
および各中核型地区センターへ。
※3月下旬から大沢野・大山・八尾行政
サービスセンター、各中核型地区セン
ターを順次移転します。詳細は、4・5
ページをご覧ください。

長寿福祉課　☎443－2062

3 月18日からJR高山本線の
朝便が便利になります
　ダイヤ改正に伴い、朝の混雑分散化
を図るため、朝の富山駅～速星駅の 
1 往復を越中八尾駅まで延長運転します。
また、朝の一部の時間帯で越中八尾駅
の出発時刻を15分間隔に均等化し、わ
かりやすい便利なダイヤに変更します。
変更日3月18日㈯
新時刻越中八尾発富山行き
6時台▶26分、45分（延長運転分）
7時台▶00分、15分、30分、40分
※ダイヤに関する詳細は、JR西日本お
客様センターへ問い合わせてください。

交通政策課　☎443－2195
JR西日本お客様センター

　☎0570－00－2486

市民芸術創造センター臨時休館
休館日3月13日㈪
※電話による施設予約業務も休止します。
市民芸術創造センター　☎434－4100

防 犯 ワ ン ポ イ ン ト
●新1年生の防犯対策をしっかりと
　市内の子ども（小学生以下）に対する
「声掛け・つきまとい」などは、昨年１年
間で約190件発生しています。
　お子さんの防犯意識を高めるため
に、次のことに取り組みましょう。
・入学前に、お子さんと一緒に通学路を
実際に歩き、人通りが少ない道や空き地
などの危険な場所を確認しましょう。
・緊急時に逃げ込む交番やコンビニ、こ
ども110番の家の場所を確認しましょう。

生活安全交通課　☎443－2052

センサーネットワークを利活用した
実証実験の成果報告会
　市では、ICTを活用して都市機能や
サービスを効率化・高度化するスマート
シティの実現に向け、民間事業者や大学
向けの実証実験公募を行いました。その
成果に関する報告会を開催します。
3月22日㈬13：00～17：00
市役所 8階大会議室
・ 不要

スマートシティ推進課
☎443－2006

カターレ富山を応援しよう
　3月19日㈰（14：00キックオフ）に
ホーム開幕戦が行われます。開幕戦以
降の市内開催試合は次の18試合です。
開催日3月26日㈰、4月 9日㈰、29日㈷、
5月14日㈰、6月 4日㈰、11日㈰、24日㈯、
7月 1日㈯、15日㈯、8月 5日㈯、26日㈯、
9月 2日㈯、17日㈰、10月 1 日㈰、15日㈰、
29日㈰、11月12日㈰、12月 2 日㈯
県総合運動公園陸上競技場（南中田）

※詳細は、カターレ富山ホームページ
（https://www.kataller.co.jp/）をご覧ください。

カターレ富山　☎461－5200
スポーツ健康課　☎443－2141

とやまレールライフ・プロジェクト
　市では、過度な車依存を避け、鉄道や
バスなどの利用を呼び掛ける「とやま
レールライフ・プロジェクト」に取り
組んでいます。公共交通を利用するこ

とで、車による環境負荷を軽減すると
ともに、健康を増進し、まちなかをもっ
とにぎやかにすることを目指していま
す。公共交通と車を賢く使う方法につ
いて考えてみませんか。
　市ホームページ（ 1006281）やツイッター
（とやまレールライフ・プロジェクト【公
式】）でも情報発信しています。

交通政策課　☎443－2195

くらしの情報あれこれ

消費生活センター　☎443－2047

［アドバイス］
・SMS（ショートメッセージサー
ビス）は、携帯電話番号を使って
メッセージのやり取りをするサー
ビスです。宅配便業者の不在通知を
装って送られてくるSMSに、偽サイ
トに誘導するためのURLが記載し
てあり、アクセスすることにより、
自分のスマホが不正利用されてし
まう被害が起きています。
・SMSで不在通知が届いても、記
載されているURLにアクセスして
はいけません。宅配便業者のホー
ムページなどで、正式なサービス
か、真偽を確認しましょう。
・URLにアクセスしてしまった場合
は、不審なアプリがインストール
されていないか確認しましょう。

宅配便業者を装ったSMSに注意
しましょう

［相談例］
スマホの通信費が前月より2万円ほ
ど高かったので、携帯電話会社に確認
したところ、自分のスマホから海外に
SMSを送信していたと判明した。数
カ月前に「荷物を預かっている」とい
うSMSが届き、URLをタップした。そ
のときに、不審なアプリをダウンロー
ドしてしまったのかもしれない。

［相談受付時間］
　㈪～㈮10：00～17：30
　（電話相談は9：00～17：30）
※㈷、年末年始およびCiC休館日は除く。
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募　　集
社会福祉審議会 地域福祉専門分科会委員
　市が策定する地域福祉計画について
検討していただく委員を募集します。
任期委嘱日から令和 6年 3月末まで
市内在住の20歳以上の方で、平日の

日中の会議（3回程度）に出席できる方
※市の他の審議会などの委員を除く。
2人（応募多数の場合、書類選考）
3月20日㈪（必着）までに、郵送、℻、

Eメールで、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、応募の理由（400字程度）を福
祉政策課（〒930－8510　新桜町7－38）へ。

福祉政策課　☎443－2262
℻443－2208

Ｅ fukusiseisaku@city.toyama.lg.jp

パーク・アンド・バスライド
専 用 駐 車 場 の 利 用 者
　パーク・アンド・バスライドとは、バス
停周辺の駐車場に車を駐車し、そこか
ら路線バスに乗って通勤・通学などを
することです。
場所グリーンバレー駐車場（上大久保）
※最寄りのバス停は「上二杉」。
利用日時4月～令和6年3月の㈪～㈮
6：00～24：00
※㈯㈰㈷、年末年始は利用不可。
地鉄バスを利用して通勤・通学など

をする方
6人（応募多数の場合抽選）　 無料 
3月17日㈮（必着）までに、郵送か℻
で、申込書を、交通政策課（〒930－8510　
新桜町7－38）へ。申込書は、市ホーム
ページ（ 1006258）からダウンロード
できます。

交通政策課　☎443－2195　
℻443－2190

子 ど も 会 指 導 員
　放課後、学童保育施設で保護者が迎えに
来るまでの間、小学生の子どもたちを見守る
指導員（有償ボランティア）を、各校区の
子ども会の運営協議会が募集します。
心身ともに健康で、子育て支援や児童の

健全な育成に興味・関心のある方（資格不要）

活動日時週1日から可能です。
・㈪～㈮／14：00から3～4時間
・㈯、長期休暇／
　8：00～18：00の間で3～4時間
募集小学校区中央、桜谷、奥田北、藤ノ木、
山室、蜷川、四方、倉垣、呉羽、大久保、上滝、
杉原、鵜坂、古里、音川
※詳細は、問い合わせてください。

こども支援課　☎443－2204

講座・講演
消 費 生 活 教 室
　暮らしに関するさまざまなテーマに
ついて、専門の講師を招いて学びます。
期間4月から1年間（平日年5回程度）
とやま市民交流館

   （CiC3階：新富町一丁目）　ほか
市内在住の方　
80人（応募多数の場合抽選）
無料（別途材料費など）
3月22日㈬（必着）までに、往復はがきで、

教室名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を、消費生活センター
（〒930－0002　新富町一丁目2－3）へ。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、2班に分けて開催します。

消費生活センター　☎443－2123

と や ま 楽 農 学 園
〈家庭菜園コース〉
●基礎講座
　家庭菜園の基礎的な栽培方法を学びます。
4～7月の㈯9：30～11：30（全4回）
2,000円

●ステップアップ講座
　野菜をメインに、果樹やハーブの栽
培など、家庭菜園のレベルアップを目
指します。
4～10月の㈰9：30～11：30（全8回）
5,100円

［共通項目］
とやまスローライフ・フィールド（開ヶ丘）
市内に在住か勤務している方
各24人（応募多数の場合抽選）
3月24日㈮（必着）までに、はがき、℻、

Eメールで、講座名、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号を、とやま

スローライフ・フィールド事務局
（〒930－0157　開ヶ丘43ー1）へ。
※詳細は、ホームページ（https://www.
satoyama-club.org/）をご覧になるか、
問い合わせてください。
とやまスローライフ・フィールド事務局

☎411－4401　℻411－4402
Ｅ slowlife@satoyama-club.org

〈親子農作業体験講座〉
　サツマイモ植えから収穫を体験します。
5～10月の㈯9：30～11：30（全3回）
営農サポートセンター（月岡町三丁目）
市内に在住している親子　 1,000円
20組（応募多数の場合抽選）
3月24日㈮（必着）までに、はがき、℻、
Eメールで、講座名、郵便番号、住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を、営農サポートセンター
（〒939－8132　月岡町三丁目101）へ。

営農サポートセンター　☎429－4504　
℻429－2449

Ｅ einousapotosenta@city.toyama.lg.jp

手話入門講座（初心者向け）
4 月11日～ 9月 5日の㈫

　10：00～11：30（全20回）
障害者福祉センター
　（障害者福祉プラザ：蜷川）
市内在住の方
12人（応募多数の場合抽選）
無料（別途テキスト代3,300円）
3月25日㈯までに、電話か℻で、住所、

氏名、年齢、連絡先を、障害者福祉センター
へ（受付㈫～㈯ 9：00～17：00）。
障害者福祉センター　☎428－0113

℻428－0114

日本語ボランティア養成講座(前期)
　日本語を勉強したい外国人を支援する
「日本語ボランティア」を養成します。
4月6日～9月21日の第 1・3㈭

　10：30～12：00（全12回）　　
国際交流センター会議室
   （CiC3階：新富町一丁目）
20人（申込順）
年会費3,000円（別途テキスト代など）
3月10日㈮から、電話で、市民国際交

流協会へ。
市民国際交流協会　☎444－0642
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市民大学開講式・特別講演会
4月17日㈪13：30～15：30　 無料
市民プラザ アンサンブルホール（大手町）　
開講式、特別講演会

　演題 ｢自分づくりと仲間づくり、健康
づくりが未来を変える｣ラグビー編

　講師大
おお

西
にし

一
かず

平
ひら

さん（プロフェッショナ
ルラグビーコーチ）
280人程度（応募多数の場合抽選）
3月22日㈬（必着）までに、はがきで、

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を、市民学習センター「開講式・
特別講演会」係（〒930－0084　大手町
6－14）へ。市ホームページ（ 1007506）
からも申し込みできます。

市民学習センター　☎493－3500

角川介護予防センター 各教室
●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4月 6日～6月27日の㈪㈭または
㈫㈮（全24回）
時間 ①10：30～12：30（㈫ ㈮ の み）、②
13：30～15：30、③18：30～20：30
25,140円

●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4月 5日～6月24日の㈬㈯（全24回）
時間  10：30～12：30　 25,140円　
●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4月 5日～6月21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20人（応募多数の場合抽選）
3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

春 休 み 短 期 水 泳 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（全 3回）。
①市民プール（荒川四丁目）

4 月 1 日㈯～ 3日㈪
　14：00～15：00、15：00～16：00
②東富山温水プール（米田）
3 月25日㈯～27日㈪

　14：00～15：00、15：00～16：00
［共通項目］
3歳～小学生
各40人（申込順）
3,900円（3回分前納）
①は 3月29日㈬まで、②は 3月22日㈬
までに、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

春期ウィンディ健康教室
●子育てママのリフレッシュ教室
4 月 7 日～令和 6年 3月22日の㈮

　10：30～11：30（月 4回）
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　など
3カ月～ 3歳未満の子がいる女性
15人（応募多数の場合抽選）
4,500円（月額）

※託児室あり。
●はじめての水中ウォーキング教室
4 月 6 日～ 7月20日の㈭

　10：30～11：30（全15回）
40歳以上の方
25人（応募多数の場合抽選）
4,000円（月額）　※ 7月は3,000円。

●はじめてのジュニアスイミング教室
4 月10日～ 6月19日の㈪

　16：00～17：00（全11回）
小学 1～ 3年生で水泳初心者
20人（応募多数の場合抽選）
11,000円

［共通項目］
大沢野健康福祉センター「ウィン

ディ」（春日）
4月 3日㈪までに、電話または直接、

ウィンディへ。ホームページ（https://
www.windy.cc/）からも申し込みでき
ます。

ウィンディ　☎468－3333

催し・イベント
ジョイフル スペシャル コンサートVol.88
3月27日㈪11：50～12：50
市民プラザ4階 アンサンブルホール　

　（大手町）
出演發

ほっ

田
た

桃
もも

花
か

さん（バイオリン）、清
し

水
みず

慧
け

衣
い

さん・藤
ふじ

井
い

亜
あ

里
り

沙
さ

さん（ピアノ連弾）、
山
やま

元
もと

三
み

奈
な

さん（ソプラノ）、相
あい

山
やま

知
とも

範
のり

さん

（ピアノ）
曲目無伴奏ヴァイオリンのためのパ
ルティータ第2番より「シャコンヌ」
（J.S. バッハ）、さくら横ちょう（加藤
周一／中田喜直）　ほか
・ 不要
※入場者数を制限する場合があります。

市民文化事業団　☎445－5610

残雪の牛岳登山に挑戦
　残雪の牛岳（標高987ｍ）に登ります。
※往復約12㎞のコースです。
4月16日㈰8：00～16：45
集合場所野外教育活動センター「子ど
もの村」（山田赤目谷）
小学3年生以上（中学生以下は保護

者同伴）
20組（応募多数の場合抽選）　
1人500円　※昼食は持参してください。
3月14日㈫～28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

まちなかサロンの春休み
「H
ハイ

i！E
イングリッシュ

nglish 英語で世界を旅しよう！」
　市内に住む留学生と英語で交流しな
がら、出身国の言語や文化を学びます。
3月29日㈬10：00～11：30
まちなか総合ケアセンター
　（総曲輪四丁目）
小学3～6年生　
15人（申込順）　 300円（資料代）　
3月10日㈮から、ホームページ（https://
www.legato-sogawa.org/）の申し込
みフォームから申し込んでください。 

まちスポとやま　☎461－3332
まちなか総合ケアセンター　☎461－3603



14 － 令和 5年（2023年）3月5日発行

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 ページ番号

八尾B＆G海洋センター
こどもわくわくプール
3月26日㈰10：00～13：00　 不要
八尾B&G海洋センタープール

　（八尾町福島）
サップあそび、水上トランポリン、

ウォーターローラー　など
未就学児～小・中学生とその家族（未

就学児は保護者同伴）　
中学生以下無料（保護者は340円）　

※当日の一般開放は、13：00からです。
八尾B&G海洋センター　☎455－9000

富 山 工 芸 協 会 展 覧 会
　木
もく

象
ぞう

嵌
がん

や革工芸など、富山工芸協会会
員の作品を展示します（費用・申込不要）。
3月 9日㈭～13日㈪10：00～17：00

　（13日㈪は15：00まで）
ガラス美術館 5 階ギャラリー 1（西町）

薬業物産課　☎443－2071

施設行事
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
※企画展は展覧会ごとに観覧料が異なります。

●見どころトーク
　学芸員が展覧会の見どころを分かり
やすく紹介します（費用・申込不要）。
①企画展「アナザーワールド：不思議で 
　リアルな世界」
3 月26日㈰、4月16日㈰、30日㈰14：00～

②常設展「オノマトペで見つける、 
　ガラスの不思議」
4 月 1 日㈯、23日㈰14：00～

※展示室への入場は展覧会観覧券が必要です。

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/

●とやまの自然探検
　「野鳥の声を聞きに行こう！」
3 月26日㈰10：00～12：00　※雨天中止。
県民公園野鳥の園（三熊）　※現地集合・解散。
30人（応募多数の場合抽選）

申込期限 3 月16日㈭（必着）

●とやまの自然探検
　「カタクリとギフチョウの猿倉山」
4 月 9 日㈰12：00～15：00　※雨天中止。
猿倉山森林公園（舟倉）　※現地集合・解散。
50人（申込順）　

申込期限 4 月 2 日㈰（必着）
［共通項目］
小学生以上（小学生は保護者同伴）　 無料
申込期限までに、往復はがきで、行事

名、住所、参加者全員の氏名、年齢、電話番
号、返信用連絡先を、科学博物館（〒939－
8084　西中野町一丁目8－31）へ。ホーム
ページからも申し込みできます。

婦中ふれあい館（婦中町砂子田）
☎465－3113

●サロンコンサート［Vol.10］
3 月19日㈰14：00～　 ・ 不要

出演和
わ

玲
りょう

の会（キーボード、箏、フルート）
曲目残酷な天使のテーゼ、夜空ノムコウ　
ほか

図書館本館（西町）
☎461－3200
https://www.library.toyama.toyama.jp/

●大活字本を利用してください
　小さな文字が読みにくいという方の
ために、大きな活字の本を用意してい
ます。通常の図書と同じように、予約し
て取り寄せることができます。詳細は、
最寄りの図書館窓口にお尋ねください。
●まちづくりセミナー2023
　「社会課題解決+クリエイティブ
　～いきいき、わくわくできる社会を
　　めざして～」
　地域で活動するうえで参考になる事
例を紹介する実践的な講座です。
3月25日㈯13：30～15：30

講師永
なが

田
た

宏
ひろ

和
かず

さん（㈱iop都市文化創造
研究所代表取締役）
100人（申込順）　 無料
3月 7日㈫～24日㈮に、電話または

直接、図書館本館へ。ホームページから
も申し込みできます。
●こども図書館10周年記念イベント
　「いわいとしおさんと絵本で遊ぼう！
　『どっちがへん？』と『100かいだてのいえ』」
　お絵かき遊びと読み聞かせのあと、
ワークショップを行います。
3月25日㈯10：30～12：00　
こども図書館（CiC4階：新富町一丁目）

講師いわいとしおさん（絵本作家）
5歳以上（小学生以下は保護者同伴）
30人（申込順）　 無料
3月10日㈮から、電話または直接、こ

ども図書館へ。
こども図書館　☎444－0644

民俗民芸村（安養坊）
☎433－8270（管理センター）

村の単館観覧料： 大人100円、高校生以下無料
●陶芸教室（初級コース）
期間4～7月（全12回）
時間①9：30～11：30、②13：00～15：00
民俗民芸村管理センター
市内に在住か通勤する陶芸初心者

講師吉
よし

野
の

香
こう

岳
がく

さん（越中瀬戸焼千寿窯元）
各12人（応募多数の場合抽選）

※初めての方優先。
2,200円（全12回）
※材料費2,000円、必要な方は道具代5,000円
が別途必要。
3月20日㈪（必着）までに、受講申込書
と返信用切手84円を、郵送または直接、
民俗民芸村管理センター（〒930－0881　
安養坊1118－1）へ。
※募集要項と受講申込書は、民俗民芸村
管理センター、各館にあるほか、ホーム
ページ（https://www.city.toyama.toyama.
jp/etc/minzokumingei/）からもダウン
ロードできます。
●篁

たかむら

牛
ぎゅう

人
じん

記念美術館 館蔵品展128
　「水墨と色彩」
　にじみを極力おさえた渇筆画の傑作
や、金泥を使った華やかな彩色画を中
心に紹介します。
期間 3 月16日㈭～ 5月21日㈰
［展示解説会］
3 月18日㈯14：30～
30人（申込順）　 入館料のみ
事前に、電話で、篁牛人記念美術館へ。
篁牛人記念美術館　☎433－9215

ファミリーパーク（古沢）
☎434－1234
大人500円、中学生以下無料

※以下の催しで記載のないものは
入園料のみ　 不要
●春の開園は 3月15日㈬です
開園時間9：00～16：30（入園は16：00まで）
※3月14日㈫まで、春の開園準備のた
め休園します。



15 令和 5年（2023年）3月5日発行 －新型コロナウイルス感染症の拡大などの状況により、変更になる場合があります。

富山市の市外局番は（076）です。市ホームページで番号入力すると、詳細情報をご覧いただけます。

●動物特別ガイド
　「見せたい!伝えたい!動物の魅力！」
期間3月18日～4月 2日の㈯㈰㈷
・ニホンリス…………㈯11：30～11：45
・ワオキツネザル……㈯14：30～14：45
・オオカミ…………㈰㈷11：30～11：45
・モルモット………㈰㈷13：30～13：45
各動物舎

●里山ガイド「感じて楽しむ身近な自然」
　里山展示を紹介しながら身近な自然
のふしぎについて解説します。
3月18日㈯、19日㈰、21日㈷13：30～14：10
ムササビ村 1丁目

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

ウィナーズカップ別府（GⅡ）場外…
　　　　　　　　　　　　3月18日㈯～21日㈷
四日市ナイター（FⅠ）場外… 3月18日㈯
高知（ＦⅠ）場外………3月19日㈰～21日㈷
玉野記念（GⅢ）場外…3月26日㈰～29日㈬

小田原（ＦⅠ）場外……… 3 月26日㈰～27日㈪
四日市ナイター（FⅠ）場外… 3月26日㈰
佐世保ナイター（FⅠ）場外… 3月27日㈪～29日㈬
四日市ナイター（GⅢ）場外…4月3日㈪～4日㈫
福井（ＦⅡ）場外………4月 3日㈪
防府（ＦⅠ）場外………4月 3日㈪～4日㈫
高知記念（GⅢ）場外…4月6日㈭～9日㈰
立川（ＦⅠ）場外………4月 6日㈭～7日㈮
別府ナイター（FⅠ）場外…4月 7日㈮～9日㈰
富山競輪（ＦⅠ）………4月 9日㈰～11日㈫
小田原記念（GⅢ）場外…4月13日㈭～16日㈰
四日市ナイター（FⅠ）場外…4月13日㈭～14日㈮
小松島（ＦⅠ）場外………4月14日㈮～16日㈰

国・県などからのお知らせ

県民による森づくり提案事業
　県民の皆さんが自ら企画、実践する森
づくり事業を募集します。事業が採択さ
れた場合に、支援を行います。
対象事業森林の整備や環境教育、森林

空間の利活用などを推進する事業
応募対象者提案した事業を自ら実施する
ことができる団体、グループなど
支援内容1事業に対し、補助の対象とな
る経費のうち20万円までは全額、20万円
を超える分についてはその4分の3を補
助予定（ただし、森林空間の利活用を推進
する事業の補助率は4分の3以内のみ）
※事業への補助金額の上限は50万円の
予定。詳細は、県ホームページ（「とやま
の森づくり」で検索）をご覧ください。

県森林政策課　☎444－3385

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。

本社事業部　☎493－1313

期間　3月17日㈮～26日㈰11：00～18：00
　　　※17日㈮のみ19:00まで。
　　　※入場は閉場の30分前まで。
場所　市民プラザ 2階アートギャラリー
入場料　1,300円（前売り1,000円）、小学生以下無料
　　　　音声ガイド800円

環境センター管理課　☎429－5017

ごみ出しのルール
　スプリング入りのソファやマット
レスは、月2回の「燃やせないごみ」
の日に出してね。
　大きなもの、重いものは、別の車
で収集するので、小さいものと区別
して置いてね。

OZAKI 30 LAST STAGE
Yutaka Ozaki Exhibition

THE FINAL

本社事業部　☎493－1313

　人気テレビ番組やYouTubeで話題の人気鉛筆画
家である古

ふる
谷
や
振
しん
一
いち
さんの「鉛筆画教室の体験会」を行

います。鉛筆画教室に興味のある方は、ぜひ参加して
みてください。

日時　4月23日㈰10:00～12:00､13:00～15:00
場所　市民プラザ 3階マルチスタジオ
定員　各10人
費用　5,000円（材料費込み）
申込方法　市民プラザホームページから申し込んで
　　　　　ください。

古谷振一
鉛筆画教室
体験会

古谷振一さん古谷振一さんの作品

　日本を代表するシンガー・ソングライター尾
お
崎
ざき
豊
ゆたか

の足跡をたどる企画展です。
　東京や大阪など全国巡回した、尾崎豊の思い出の
品々を撮影することができるのは、富山会場限定です。


