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　市役所では、毎週月曜日（月曜日が祝日の場
合はその翌日）は、市民課、税務課、社会福祉
課、こども課、高齢介護課、上水道課の窓口の
開設時間を午後７時まで延長しています。

男　23,999人　女　25,433人
転入 転出
出生 死亡
婚姻 離婚

外国人登録者数　605人（-40）
　男　292人　　女　313人

49,432人（-35）

15,126世帯（-10）

人口

世帯数

19件
24人
77人

42人
94人

4件

●「法テラスの日」記念無
　料法律相談会（午前10時
　～午後3時30分　法テラス　
　 富山相談室（富山市内））
　  ※要予約☎050‐3383‐5480

●定額給付金の受給申請
　受付開始　→２、３頁

●市内小学校入学式
●市内中学校入学式

●市内幼稚園入園式

●出町子供歌舞伎曳山車
　→40頁　（出町市街地）

　　　●出町子供歌舞伎
　　　　曳山車→40頁　
　　　　　（出町市街地）
●となみ庄川清流マラソン
　大会（午前9時20分～　砺波
　 総合運動公園周辺）
　 ☎32－5240

「とやま起業未来塾」の塾生を募集します
(財)富山県新世紀産業機構  ☎076-444-5601
「とやま起業未来塾」では、起業、新分野進出、地域づ
くりをめざす方を支援するため、県内外の一流の講師陣
が実践的な指導を行います。募集方法など詳細について
はお問合せください。
応募期限　４月２７日（月） 

裁判所職員を募集します
富山地方裁判所事務局総務課
☎076-421-6319
採用試験種目　裁判所事務官Ⅰ種、
　　　　　　　同Ⅱ種、家庭裁判所
　　　　　　　 調査官補Ⅰ種
応募期限　４月１５日（水） 

自衛官を募集します
自衛隊高岡地域事務所
☎0766-21-2411
募集種目　自衛官幹部候補生（一般・技     
             術、歯科、薬剤）と一般曹候        
　　　　　補生
応募期限　５月１２日（火）

憲法記念日
昭和の日

●砺波まなびや友の会　  
　学習発表会（午前11時～
　庄川生涯学習センター）　
　☎33－1127
●市内保育所入所式

●庄川図書館　
　雑誌リサイクル販売　
　→39頁　※23日まで

●無料住宅相談
　（午後1時30分～4時30分  
　　となみ散居村ミュージア
　　ム）問合せ　都市整備課
　　☎33－1111（内線243）

●砺波市プレミアム商品
　券発売開始　
　（販売場所：砺波商工会議
　　所☎33－2109、庄川町商
　　工会）※7月31日まで

●庄川木工まつり　
　（午前9時～　庄川水記念
　　公園）　※5月5日まで
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●砺波市民ごみゼロ運動
　（午前６時～　旧砺波区
　　 域と種田地区）
※種田地区を除く旧庄川区域  
　では5月31日（日）に実施

　　　●チューリップ
　　　　バルーン２００９
　　　　→40頁 （午前7時～
　　　　　中村グラウンド）
●親子映画会　→39頁
　（午前10時30分～／午後
　　3時～　砺波図書館）

　　　●砺波市議会議員
　　　　選挙投票日
　　　　→5頁
●チューリップバルーン
　２００９　→40頁 （午前7
　 時～　中村グラウンド）

TEL 32-7978／FAX 33-4479

  9日　身体計測

14日～21日

　　　 すくすくメモリーを作ろう

16日　家庭児童相談員の相談日

22日～5月1日

　　　こいのぼりを作ろう！

ちゅうりっぷ保育園
｢子育て支援センター」

市民カレンダー
April４月４４月月

●読んで語る会　→39頁
　（午後7時30分～ 
　 砺波図書館）

　　　●たんぽぽひろば
　　　 「お誕生会に来てね」
　　　 （午前10時10分～
　　　　 出町青葉幼稚園）

●２００９となみチューリ
　ップフェア開幕
　→40頁（砺波チューリップ
　公園）※５月６日まで

　３月中旬のある朝、地元地区の資源ごみ収
集のお手伝いをさせていただきました。プラ
スチックごみは、性質上カサが増えるもので
はありますが、その収集される量と種類の多
さにはいつも驚かされます。私たちが、石油
資源でつくられた商品をいかに多く消費して
いるかを認識しました。
　砺波市でプラスチックごみや紙ごみの分別
収集が始まったのは、ちょうど４年前の平成
１７年４月。当時、私は、ごみをきれいに洗
って、乾かして、素材ごとに解体して、とい
う一連の処置が実際手間に感じられたため、
分別収集はうまくいくのだろうかと思ったも
のです。ところがどうでしょう。これらの処
置は、今ではどの人にとっても当たり前のこ
とになりました。私も無意識にごみを解体し
ていますし、それを手間に感じることはあり
ません。人の意識って、変わるものですね。
こんなにも大きく意識を変えられた私たちな
ら、きっと持続可能な社会をつくることがで
きると思います。　　　　　　　　　Ｋ．Ｉ．

4月出町児童センター

☎/FAX33-3890
開館日及び開館時間
月曜日………午後2時～5時30分
火～土曜日…午前9時30分～午後5時30分

毎週木曜日

 

18日（土）

20日（月）～25日（土）

23日（木）

にこにこひろば

（午前10時～）

入学・進級おめでとうのつどい

〈要申込み、定員15名、

　無料〉（午後2時～）

チャレンジ検定週間

子育てサロン

子育て支援センター 4月のご案内 月～金曜日の毎日開館しています。（ただし、祝日はお休みです。） お気軽に遊びに来てください！　
午前9時30分～午後3時（行事の開催時間などについてはお問合せください。） ※ 4月は6日（月）から開館します。

●そらいろのたね　→39頁
（午前10時～　砺波図書館）

「あそびの広場」のご利用ありがと
うございます。3月、4月はお休みし
ます。5月から開催しますので、また
ご利用ください。

あ そ び の 広 場

  8日　入園式のため休館
14日　身体計測、健康相談
17日　家庭児童相談員の相談日
20日 「親子で遊ぼう」
 　　　リズムダンス
21日 「ちょっといっぷく
　　　 せんまいけ」
　　　 ほっと・ホットタイム
22日　ハ・ハ・歯のはなし
27日　手作りおやつ
28日　身体計測、健康相談

TEL／FAX 33-7515TEL／FAX 32-2712 TEL／FAX 33-6288 TEL 37-0005／FAX 37-0020
ＨＰ www1.tst.ne.jp/panhoiku TEL 82-6470

「庄川子育て支援
センター」

北部こども園
「子育て支援センター」

東野尻幼稚園
｢子育て支援センター」

ちゅうりっぷ保育園
｢子育て支援センター」

東般若保育園
「子育て支援センター」

太田こども園
「子育て支援センター」

  8日　入園式のため休館

10日　家庭児童相談員の相談日

17日 「おはなしポケットさん」

　　　 のおはなしなあに

20日～30日　

　　 　こいのぼりを作ろう！

22日　身体計測

13日　家庭児童相談員の相談日

15日　レッツ！ クッキング

20日～24日　

　　　 お散歩に行こう！

24日　身体計測

  8日　入園式のため休館
  9日　家庭児童相談員の相談日
10日　身体計測、健康相談
13日～5月1日
　　　 こいのぼりを作ろう！
15日 「親子で遊ぼう」
　　　 リズムダンス
16日 「紙ふうせん」の
　　　 おはなし広場
22日　手作りおやつ教室
24日　身体計測、健康相談

  8日　ハ・ハ・歯のはなし

10日　おはなしなあに

13日～17日　

　　　 小麦粉粘土で遊ぼう！

16日　家庭児童相談員の相談日

24日　おはなしなあに

独立行政法人国際協力機構北陸支部　☎076-233-5931

　青年海外協力隊やシニア海外ボランティアへの参加者を募
集します。あなたの知識や経験を、開発途上国の経済的・社
会的発展のために生かしてみませんか？　募集職種は、農林
水産、土木建築、保健衛生、教育文化など多種にわたりま
す。応募方法など詳細についてはお問合せください。
応募期限　５月１８日（月）

国際ボランティア活動に参加してみませんか国際ボランティア活動に参加してみませんか国際ボランティア活動に参加してみませんか

固定資産税（第1期）…………4月30日（木）
　問合せ　税務課納税係　　☎33－1111（内線117）
上下水道料金（3月検針分）…4月27日（月）
　問合せ　上水道課業務係　☎33－1111（内線183）

開　館　日
東山見：月～土曜日 82-4099
青　島：月～土曜日 82-6470
雄　神：土曜日 82-7350
種　田：土曜日 82-5430
開館時間　午後1時～5時

4月
「東山見・青島・雄神・
　　　　　 種田児童館」

今月のテーマ
こいのぼり作り、プラ板遊び
◆春休み開館◆
3／24～4／4の月～土曜日は、
全館とも開館します。

2月28日現在


