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今月のテーマ

7/1

●消費生活講座　
　→17頁
（午後１時30分～

　　　　砺波市役所）
●すくすくひろば
　（午前9時～11時
　雄神保育所）

●特設人権相談所開設
　（午後1時30分～4時 
　砺波市社会福祉会館または　
　庄川農村環境改善センター）　
　問合せ　☎32－2361

　　　●砺波市建設業安
　　　　全大会記念講演
　（午後3時15分～　砺波市文
　化会館）　＊相田一人氏（相
　田みつを美術館館長）が父・
　故相田みつを氏について語
　ります。ぜひ聴講ください。
　（入場無料）　問合せ　砺波
　市建設業協会　☎33－1539

　　　●児童手当現況届
　　　　受付開始　
　　　　　→12頁
　　　　
●読んで語る会　→35頁
　（午後7時30分～　砺波図書館）

●そらいろのたね
　→35頁　
　（午前10時～　砺波図書館）

●「経済センサス
　‐基礎調査」基準日　
　→13頁

●暮らしの中の法務なん
　でも相談
　（午後5時30分～8時　富山地
　方法務局砺波支局）※相談無
　料・要予約　☎32－2361

●となみ夜高まつり
　（１日目）　→36頁
●頼成の森　花しょうぶ祭り
　→36頁　※21日まで

●教科書展示会　→14頁
　（午前9時～　庄川支所）　
　※7月8日まで

●親子映画会　→35頁
　（午前10時30分～／午後
　3時～　砺波図書館）

●市民体育大会 中学生の部
　→16頁　（市内各会場）
●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）

●砺波市消防団
　消防操法大会　

　　　●市民体育大会
　　　　　開会式
　→16頁　（午前8時30分～
　県西部体育センター）
●民具館オープン　→12頁
　（午前10時　となみ散居村
　ミュージアム敷地内）

●となみ夜高まつり
　（2日目）　→36頁

●第５７回庄川観光祭
　（１日目）　→36頁

●第５７回庄川観光祭
　（２日目）　→36頁
●危険物安全週間
　→16頁　※13日まで

●暮らしの中の法務なん
　でも相談
　（午後5時30分～8時　富山地
　方法務局砺波支局）※相談無
　料・要予約　☎32－2361

●すくすくひろば
　（午前9時～11時
　出町保育所、庄下保育所）

●すくすくひろば
　（午前9時～11時
　東部保育所、油田保育所）

●砺波図書館　
　特別整理休館
　→35頁　※16日まで

●すくすくひろば
　（午前9時～11時
　鷹栖保育所）

●すくすくひろば
　（午前9時～11時
　東山見保育所、青島保育所、
　種田保育所）

交通事故に関する
無料相談

相談日
･･･月～金曜日（祝日を除く）
　　午前９時～午後５時
弁護士相談日
･･･毎月第２・第４木曜日
　　午後１時～４時
富山自動車保険請求
相談センター
☎076-432-2294

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。

市県民税（第１期）　　　　　　　 6月30日（火）
軽自動車税　　　　 　　　　　　6月 １日（月）
　問合せ　税務課納税係　　☎33－1111（内線117
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～119）
上下水道料金（5月検針分）　 　　6月25日（木）
　問合せ　上水道課業務係　☎33－1111（内線183）

（日程表は29頁）

4月30日現在
（  ）対前月比

男　23,929人　女　25,387人
転入 転出
出生 死亡
婚姻 離婚

外国人登録者数　595人（-11）
　男　271人　　女　324人

市の人口
49,316人（-20）

15,103世帯（-17）

人口

世帯数

20件
45人
170人

42人
193人

8件

6月出町児童センター

毎週木曜日

  6日（土）　

13日（土）　

22日（月）～27日（土）　

25日（木）　

にこにこひろば（午前10時～）

父の日のプレゼント作り

（午後2時～）

＜定員15名、参加無料＞

戸出将棋クラブとの交流会

（午前10時～）

チャレンジ検定週間

子育てサロン

☎/FAX33-3890
開館日・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

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

6月
「東山見・青島・雄神・
      種田児童館」

　子育て中のお父さん、お母さん、おうちの方など、どなたでもお子さんと
一緒に遊びに来てください。お待ちしています。

あ そ び の 広 場 6月のご案内〈午前9時30分～11時〉 

高　波
幼稚園

4日(木)

11日(木)
25日(木)

発育測定
「大きくなったかな」
ふれあい遊び
子育て講座①

中　野
幼稚園

3日(水)

10日(水)
24日(水)

発育測定
「大きくなぁれ」
好きな遊びとリズム遊び
お絵描き遊び

五鹿屋
幼稚園

11日(木)
25日(木)

夜高を曳きまわそう
七夕飾りを作ろう

出　町
幼稚園

10日(水)
24日(水)

わらべ歌で遊ぼう
七夕飾りを作ろう

般　若
幼稚園

パパへのプレゼント
作り
子育て講座①
砂場で遊ぼう

10日(水)

17日(水)
24日(水)

栴檀野
幼稚園

4日(木)

11日(木)

18日(木)

パパへのプレゼント
作り
ニジマス放流に参加
しよう
子育て講座

た ん ぽ ぽ ひ ろ ば

7日(日) 幼稚園バザー

〈午前11時～～〉

出町青葉
幼　稚　園

１０日　救急法講習会（消防士

　　　　さんが来られます）

１２日　おはなしなあに

１５日～１９日

　　　　父の日のプレゼント作り

１８日　子育て相談

１９日　手作りおやつ教室

２２日～　七夕飾りを作ろう

２４日　身体計測、健康相談

２６日　おはなしなあに

　３日　劇団小さなお城の人形劇
　８日　家庭児童相談員の相談日　
　９日　しゃぼん玉で遊ぼう
１０日～１２日　小麦粉粘土を
　　　　触ってみよう！
１５日　歯科衛生士さんの
　　　　ハ・ハ・歯のはなし
１６日～７月３日
　　　　七夕飾りを作ろう
２４日　すこやかトーク
２５日　身体計測
２７日　お父さんとレッツ
　　　　クッキング！ ※要申込み

　３日　ミニスポでリフレッシュ！
　８日　手作りおやつ教室
　９日　子育てあれこればなし
１０日　家庭児童相談員の相談日
１２日　身体計測、健康相談
１６日～１７日　お散歩ウィーク
１７日　「リズムダンス」
１８日　紙ふうせんのおはなし広場
２２日～７月７日
　　　　七夕飾りを作ろう
２４日　給食体験会（０歳児）
　　　　※要申込み
２６日　身体計測、健康相談

　３日　給食体験会（１歳児）※
　４日　子育てあれこればなし
　９日　身体計測、健康相談
１５日　「リズムダンス」
１６日　手作りおやつ教室
１８日　ベビーマッサージ ※
１９日　家庭児童相談員の相談日
２３日　身体計測、健康相談
２９日　ほっと・ホットタイム
３０日　yum yum yummy ※
※は要申込み

　３日　手作りおやつ教室
　５日　夜高の曳き回し
１１日　なかよし広場
　　　　（幼稚園開放の日）
１２日　家庭児童相談員の相談日
１９日　おはなしポケットさんの
　　　　「おはなしなあに」
２２日　ソフトエアロビ
２４日　身体計測（午前中は看護
　　　　師さんが来られます）
２５日～７月６日
　　　　七夕飾りを作ろう
２９日　休館日（幼稚園の振替
　　　　休業日のため）

　２日　身体計測
　４日　ＭａＭａトーク
１６日～２３日
　　　　すくすくメモリーを作ろう
１８日　家庭児童相談員の相談日
２４日～７月７日
　　　　七夕飾りを作ろう

6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。）

20日（土）
父の日のプレゼント作り

June6月66月月

　４月下旬の晴天の日、チューリップフェ
アの運営ボランティアに参加しました。
　用務でチューリップタワーに登ったとき
のこと。タワーの中を通り抜け、チューリ
ップの大花壇を初めて目にした来場者の皆
さんから、感嘆の声が聞かれました。「う
わぁー、きれい！」「これは見事だわ～」
「来て本当によかったねー」。広大な空間
を埋め尽くす無数の花々の色鮮やかさに、
思わず出た言葉です。
　地元の住民であるだけにフェアのもつイ
ンパクトに慣れつつあるように思いますが、
そのような声を実際に耳にすると、あらた
めてこのイベントの貴重さを認識させられ
ます。
　チューリップフェアは、大型連休中、県
内で最も多くの観光客が訪れる、北陸を代
表するイベントです。今年は３１万人を超
える人々に花の美しさ・素晴らしさが伝わ
りました。今後も、この貴重なイベントを
大切に守り育てたいものですね。　　Ｋ．Ｉ．

（午前9時～ 市役所）


