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　1月24日、羽咋工業高校の生徒たちが、羽咋駅の壁に “UFOのまちはくい” にちなんだ絵を
完成させました。
　これは羽咋の情報発信や利用者に楽しんでもらうことを目的に同校、羽咋駅、コスモアイル羽
咋、市が共同で企画。1月14日から同月24日にかけて同校の美術デザイン部の1、2年生6人が、
同駅の2番ホームの壁にコスモアイル羽咋や宇宙人サンダーくんを描きました。

壁画を制作した羽咋工業高校の生徒たち

この企画を聞いたとき、外での作業やコン
クリートに絵などを描いたことがなく大変だ
なと思いました。デザインは、“UFOのま
ちはくい”をコンセプトに宇宙人サンダーく
んとコスモアイル羽咋に決めました。

作業は1月でしかも外だったのでとても寒
かったというのが感想です。紙でデザインし
たものを実際にコンクリの壁に下書きする
段階では、大きさや位置が定まらず苦労しま
した。さらにペンキを塗る時に、1回塗った
だけだと下書きの鉛筆の後が見え2回、3回
と塗らなければならなかったのが予想外でし
た。高い所は脚立を使っての作業となるので
正直怖かったです。

出来上がりをみるとシンプルで発色がよ
くとてもいい作品になったと思います。羽咋
が少しでも明るくなればうれしいです。後列左から　笹山大地君、天堂椋賀君

前列左から古永星礼奈さん、本城夏海さん、徳山奈津乃さん、野田あかねさん

発 色 よ く い い 作 品 に
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　この企画を聞いた時は、よくぞうちの美
術デザイン部を選んでくれたと思いうれし
かったです。生徒からデザインを見せられ
た時は、シンプルで良く、必ずうちの生徒
たちは仕上げてくれると思いました。
　実際、現場に出て天候やペンキの特性な
ど作業してみないとわからないことが出てき
て、生徒たちは苦労したと思いますがよく
やってくれました。
　外の現場の厳しさを知ってもらう良い経
験になったと思います。

観光客や利用者に羽咋の情報発信や楽しん
でもらおうという企画で“UFOのまちはく
い”を存分にアピールしたいと思いました。

デザインを見て面白いと思いました。生徒
たちには熱心に取り組んでいただいて本当に
感謝しています。

来年の3月には北陸新幹線が開業して観光
客が増えることが期待されます。これを機に
羽咋駅周辺の活性化につなげていき羽咋をア
ピールできる環境を整えたいですね。
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広報係では、あなたの周りの身近な話題を待っています。

まちかど
検隊探

NEWS & TOPICS

☎22-0771
（ 　　　　）市役所秘書室

広報広聴係

羽咋をもっと好きになって
豊財院で民話 “般若の鐘” のお披露目会
　1月19日、豊財院（白瀬町）で同寺に伝わる民話「般
若の鐘」のお披露目会が、地元住民約40人が参加して
行われました。
　おはなしボランティアぼちぼちいこかの安達吏和さん
が、“羽咋をもっと好きになってほしい” とこの民話を
作製。会では安達さんの感情のこもった語りに参加者の
視線はスクリーンに釘付けになりました。
　参加者は「感動しました。多くの人に豊財院に足を運
んでもらい、この鐘を突いてほしい」と話していました。 熱心にスクリーンに見入る参加者

不思議な食感を楽しむ
余喜小学校でこんにゃく作り
　1月30日余喜小学校で、こんにゃく作り体験が行わ
れ、5年生12人が挑戦しました。
　今年もこんにゃくは、指導した中條俊夫さんの友人
（群馬県富岡市）から送られたものを使用しました。
　中條さんから作業手順を聞いた児童はさっそく作業開
始。包丁を使っての芋の皮むきでは、「うまくむけない」
「むずかしい」と言って慣れない手つきで作業をしていま
した。試食では、「いつも食べているものよりコリコリし
ている」と言って不思議な食感を楽しんでいました。 こんにゃく作りに励む児童

楽しいひとときを過ごす

花嫁のれんを背にお茶を味わう利用者

唐戸山ホームで初釜
　1月22日、小規模多機能唐戸山ホーム（南中央町）で、
利用者や地域の方、スタッフら約50人が参加して初釜
が行われました。
　地域の方から上生菓子とお茶が出され、参加者は明る
い雰囲気の中、味わっていました。
　一服を堪能した後は、利用者らが持ち寄った花嫁のれ
んを観賞したり、話に花を咲かせたりしながら、楽しい
ひとときを過ごしました。
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山崎きくいさん、松尾初枝さん、
100歳おめでとうございます

　1月20日に山崎きくいさん（白瀬町）が、同月27日に松尾初枝さん（千代町）が、100歳の誕生日を
迎え山辺市長がそれぞれに花束と商品券を贈りました。

次男の祥二さんは｢厳しいところもありました
が、優しい母です。いろいろアドバイスしてく
れた思い出があります｣と話してくれました。

長男の博亘さんは「気さくで、男勝りな母です。
寝たきりの状態ですが、元気なときは声を出す
こともあります」と話してくれました。

無病息災を願って、「福は内」
正覚院で追儺の豆まき
　2月3日、今年一年の無病息災を願う伝統の節分会「追
儺の豆まき」が、正覚院（寺家町）で行われました。
　お多福のお面を頭につけたかみしも姿の福男3人が
「福は内、福は内、鬼は外」と威勢よく豆をまくと、参加
者は歓声を上げながら、夢中で豆を拾い集めていました。
　西北台保育所の園児のもとに赤鬼・青鬼の格好をした
地元関係者が近づくと、園児は歓声をあげて大騒ぎ。園
児たちは、「鬼は外」と大きな声を上げながら、拾い上
げた豆を勢いよく鬼に投げつけていました。 鬼にめがけて勢いよく豆を投げる園児

ぶんぶんボウルが笑いで盛り上げる

会場を盛り上げたぶんぶんボウル

市民活動支援センターがわくわくアカデミー開催
　2月2日、市民活動支援センター主催の市民わくわくアカ
デミー「人・まち・元気」がコスモアイル羽咋で行われました。
　市民活動支援センターが日頃の活動を紹介した後、お笑
い芸人のぶんぶんボウルの二人が登場。羽咋の魅力を再認
識してもらおうと昔話 “羽咋の由来” を冗談交えて話すと
参加者からは大きな笑い声が起きました。
　二人が羽咋のお店から集めてきた特産品や無料券が当た
る抽選会も行われ、会場は大いに盛り上がりました。

山辺市長から花束を受け取る山崎きくいさん 山辺市長と記念撮影をする松尾初枝さん
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　未入所児とその家族を対象に、遊びや情報交換の場として､6つの保育所・
保育園で、子育てふれあい広場を開催しています。
時間　午前9時30分～11時　　　対象　保育所未入所の親子
連絡先 ㈪邑知保育園 （☎26-0059） ㈫こすもす保育園 （☎22-8181）
 ㈬西北台保育所 （☎22-1559） ㈭千里浜保育所 （☎22-0764）
 ㈮とき保育園 （☎24-1001）、羽咋白百合保育園 （☎22-0498）
※こすもす保育園では月～金の上記時間中、子育て支援室や所庭を開放しています。

と　き 内　容 ところ
3月4日㈫ はな組（2歳児）とあそぼう！ こすもす保育園
5日㈬ シールであそぼう 西北台保育所
6日㈭ ぬり絵あそびをしよう！ 千里浜保育所
7日㈮ ボールプールであそぼう とき保育園
7日㈮ 紙芝居をたのしもう 白百合保育園
10日㈪ いっしょにあそぼう 邑知保育園
11日㈫ ★バルーンアートをたのしもう！ こすもす保育園
13日㈭ 保育所のお友だちとあそぼう 千里浜保育所
14日㈮ 小さなおわかれ会 とき保育園
14日㈮ 大きくなったねの会 白百合保育園
17日㈪ いっしょにあそぼう 邑知保育園
18日㈫ おおきくなったね！ミニシアター こすもす保育園

おおきくなったね！（身体計測）
20日㈭ エプロンシアターをみよう 千里浜保育所
27日㈭ またねの会 千里浜保育所

　どなたでも利用できる、多彩な遊びが楽しめる施設です。
　乳幼児のお子さんは、必ず保護者が一緒にご利用ください。
利用時間　午後1時～午後6時
お休み　毎週日曜日、祝日
毎週水曜日　午後4時 ★館長さんの手作り教室
第1・3水曜日　午後4時 ★ことクラブ　講師：山本利美さん
第2・4水曜日　午後4時30分 ★リズムダンスクラブ　講師：杉浦幸代さん
毎週金曜日　午後4時30分 　トランポリンクラブ　講師：細川　聰さん

と　き 内　容 参加費など
3月★1日㈯ 午後2時 おたのしみ会・ビンゴゲーム

1日㈯ 午後2時 羽咋工業高校ものづくり教室 12名先着順
（小学1年～4年生対象） 50円

★8日㈯ 午後2時 児童センターへようこそ
（新1年生と保護者対象）

15日㈯ 午後3時 お茶クラブ　講師：前田美穂子さん
★22日㈯ 午後2時 おもしろ工作・ペーパークラフト
27日㈭ 午後2時 昔のあそび

★印の行事は保護者も参加できます。お子さんと一緒に楽しみましょう。
※クラブの参加者を募集しています。

乳幼児健診
場所　羽咋すこやかセンター
受付時間　午後1時～1時45分
4か月児健診
3月19日㈬　平成25年11月生
1歳6か月児健診
3月5日㈬
平成24年7月～8月生
3歳児健診
3月12日㈬　平成22年10月生

はくい子育てサロン（☎ 22-1518）

　子育て中の方々が、子どもと一緒
にちょっと寄って､ホッとできる場で
す。どなたでもお気軽にどうぞ。
場　所　あだちストアジョイフル店
時　間　午前9時～午後4時45分
お休み　年末年始、日曜日

催 し 物
☆育児講座
　3月5日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「琴演奏」
　講師：山本利美さん
☆育児相談
　3月12日㈬
　午前10時～12時
　保健師、栄養士がお受けします。
　※受け付けは午前11時まで
☆誕生会
　3月19日㈬
　午前10時30分～11時30分

子育てふれあい広場

羽咋市立千里浜児童センター（☎ 22-6318）
利用料

無料

こすもす保育園親子育児講座
3月11日㈫午前10時～11時
テーマ　バルーンアートをたのしもう
講　師　島田　薫さん
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五峰の鷹（安部龍太郎）蛍の
森（石井光太）向かい風で飛
べ！（乾ルカ）原罪（遠藤武
文）さらばスペインの日日
（逢坂剛）感受体のおどり（黒
田夏子）いつもが消えた日
（西條奈加）四万十川のひか
り（笹山久三）香夜（高樹のぶ
子）三陸の海（津村節子）そ
の鏡は嘘をつく（薬丸岳）軍
師官兵衛１（青木邦子）男の
おばあさん２（永六輔）父の
戒名をつけてみました（朝山
実）記憶への旅はるか（門脇
俊明）なぜ生きる２（高森顕
徹）大迫力！写真と絵でわか
る日本の合戦（加唐亜紀）ゼ
ロ戦と日本刀（百田尚樹）会

えてよかった（安野光雅）花
森安治伝（津野海太郎）わた
しはマララ（マララ・ユスフ
ザイ）「城下町」の人間学（岩
中祥史）迷惑メール、返事を
したらこうなった。（多田文
明）誕生日を知らない女の子
（黒川祥子）教育委員会（新藤
宗幸）日本人に遺したい国語
（橋本武）足元の小宇宙（埴沙
萠）胃がん手術後の生活読本
（佐野武）スマホうつ（川井
太郎）暮らしがかわる！キッ
チン＆バス・トイレ素敵なリ
フォーム（学研ムック）仕込
みもの（辰巳芳子）農家が教
える至福の漬物（農山漁村文
化協会）ベニシアの庭づくり
（ベニシア・スタンリー・スミ
ス）

子ども・ティーン向け

伝説の双子ソフィー＆ジョ
シュ（マイケル・スコット）謎
の国からのSOS（エミリー・
ロッダ）ひみつの海[上・下]
（アーサー・ランサム）ヘン
リーくんと秘密クラブ（ベバ
リイ・クリアリー）木かげの
秘密（浅野竜）きっときみに
届くと信じて（吉富多美）こ
やぶ医院は、なんでも科（柏
葉幸子）ひとつのねがい（は

まだひろすけ）ピコのそうじ
とうばん（阿部夏丸）ペンギ
ンとざんたい（斉藤洋）あた
し、うそついちゃった（ロー
ラ・ランキン）犬になった王
子（君島久子）チャーリー、
おじいちゃんにあう（エイ
ミー・ヘスト）よるのとしょ
かん（カズノ・コハラ）いのち
をいただく（内田美智子）だ
れもしらないヒーロー（きむ
らゆういち）こうさぎと４ほ
んのマフラー（わたりむつこ）

秘密

「毎日トクしている人の秘密」
　精神科医の著者が、著名な学者との対話
を通して、毎日楽しい気分で過ごすための
ヒントを考えた。それは、すぐに使えるも
のではなく、不安を減らす、直感力を育て
るなど自分自身を鍛えることが基本。「人
生は付き合う相手で八割決まる」は納得。

お姫さま

「ねむりひめ」
　占い女の呪いによって、15の年に錘

つむ
に刺さ

れ、百年の眠りについた姫が主人公。グリムの
お話の中でも有名な「いばら姫」を「ねむりひめ」
として、スイスの画家が美しい絵本に仕上げた。
　繊細な線に静かな落ち着きのある地味な色
調と独特の構図で、古典的で味わいのある作品。

■開館時間
　午前8時45分～午後6時
■3月の休館日
　�4日㈫・11日㈫・18日㈫・25
日㈫
　※毎週火曜日が休館日です。
　　（火曜日が祝祭日の場合はその翌日）
■連絡先　☎22-9777

■おはなし会（語り）
　（幼児～大人）
日時　3月23日㈰午後2時～3時
場所　コスモアイル羽咋・茶室
■よちよちおはなし会（0歳～3歳）
日時　3月24日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

日時　3月23日㈰午後2時～3時
場所　コスモアイル羽咋・茶室
内容　 昔話や創作のお話を語ります。

●おはなし会（語り）●＜対象：幼児～大人＞
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人情味あふれたふるさと、羽咋
　私は現在、NTT・モバイルキャ
リアの通信設備工事や、企業・官公
庁の情報通信システムの建設・保
守・運用を行っている、㈱ミライト
という会社で営業をしています。
　東京での生活も20年を越え、こ
の春には短大生になる娘と高校2年
生の息子がいます。息子は、私より
10㌢以上背が高くなり、早く抜か
されたかったこともあり、嬉しくも
ありますが年月を感じる今日この頃
です。
　東京生活も初めは、東京弁と石川
弁のイントネーションや、語尾がまっ
たく違うことから無口な女になって
いました。また、方言でしか表現で
きない言葉もあり、頭で変換してか

ら話していたので、ちょっとしたバ
イリンガル気分も味わいました。
　東京で食べたうどんの出汁は、醤
油と砂糖が強く、色が茶色すぎて、
羽咋のうどんで育った私はとても
びっくりしたことを覚えています。
　ほかにも、東京は自動車よりも電
車移動が多いうえ、なぜかみんな歩
く速度が早いので、乗り換え時の人
の流れについていくことは今でも大
変です。
　初詣にいくと、昔3年間ほど気
多大社で巫女のお手伝いをしてい
たことを思い出します。寒かった
けど楽しかった羽咋の思い出です。
　また、自宅が千里浜の近くだった
こともあり、東京のビルの合間に沈

む夕日を見ると、波打ち際でよく見
た海に沈むきれいで大きな夕日が重
なります。もちろん、帰省の際には
必ず一度は車で走ります。
　年に1回程度の帰省ですが、高校
や中学の同級生と会ったり、新鮮な
魚介類をお腹いっぱい食べるのが楽
しみです。魚介類で思い出しました
が、昔はイカしか触れませんでした
か、最近では魚をさばくことには
まって、お刺身やフライ、しゃぶ
しゃぶなどの料理を作っています。
　羽咋は人情味あふれたふるさとで
す。自然はそのままで、活気のある
元気な町になってほしいですね。
　遠くからですが、羽咋の発展を心
から願っています。

砂
す な

本
も と

 雪
ゆ き

絵
え

さん
（41歳）
（千里浜町出身、
東京都新宿区在住）

お元気ですか？

ふるさとさん
No.321

January I  v is i ted Myōryū- j i 
(also known as Ninja-dera) as 
well as Kenroku-en and the 
Samurai district in the heart 
of Kanazawa. It  was a very 
interesting and exciting trip, 
Ninja-dera has so many unique 
featu res  and  the  t rees  a t 
Kenroku-en looked so beautiful 
in the snow. It's amazing that 
so much of the past has been 
p rese r ved  i n  I sh i kawa  fo r 
everyone to see, and I look 
forward to experiencing more of 
the prefecture.

Kanazawa　Trip
　1月に忍者寺として知られてい
る妙立寺と兼六園そして金沢の中
心部にある武家屋敷を観光しまし
た。忍者寺にはたくさんの面白い
仕掛けがあり、兼六園の雪吊りは
とても綺麗だったので、今回の散
策はとても興味深く楽しむことが
できました。石川には、今でも見
ることができる建造物や街並みが
多く残されていることに驚きまし
た。この石川でもっと多くのこと
を体験できるのを楽しみにしてい
ます。

金沢散策

羽咋
外国語指導助手（

ALT）

Mr.ショーンの

体験記体験記

妙立寺

金沢散策を
楽しんできました。

兼六園の雪吊り
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姉妹都市「群馬県・藤岡市」からのお手紙です

　2月3日といえば節分ですね。
本市でも鬼石地区で恒例の「鬼恋
節分祭」が開催されました。以前
にも紹介しましたが、この節分祭
は一風変わっていて豆まきの際に
「福は～内～」「鬼は～内～」と、
大きな掛け声が会場に響きます。
　皆さん分かりましたか？掛け声
に注目です。普通は「福は内」「鬼
は外」と言いますよね。しかし鬼
恋節分祭では「鬼は（も）内」な
のです。これは開催地「鬼石」の
地名の由来と関係しています。

　由来には諸説ありま
すが、共通しているの
は“鬼が投げた大きな
石が落ちた所”という

ことです。
　地名に鬼が付くことから鬼恋節
分祭では、全国各地で「鬼は外」
と追い出されたかわいそうな鬼た
ちを呼び込み、あたたかく迎え入
れる鬼想いの節分祭になったので
す。
　鬼を呼び込む「鬼呼び豆まき」
では、投げられた福豆やお菓子、
景品と交換できるカラーボールな
どを取るため、参加者はわれ先に
と手を伸ばしていました。また子
どもたちが列を作った「鬼とジャ

ンケン大会」では、鬼に負けると
景品がもらえるため、勝って悔し
がるおかしな光景が見られまし
た。
　お菓子などを3つも取った子は
「こんなに取れてラッキーです。
来てよかった」と笑顔で話してく
れました。

鳥も人も自然の中で共生している

橋
は し

場
ば

　浩
ひ ろ

和
か ず

さん
（新保町・73歳）

輝く ひとまち ネット

　長者川に飛来する野鳥の観察記録を
まとめた本「野鳥の記録～長者川に観
る野鳥」を作製したのが、今回ご紹介
する粟ノ保公民館館長の橋場浩和さん
です。
　この本は、橋場さんが、平成22年
4月から平成25年5月の間長者川に
毎朝出掛け、その日観た野鳥の名前や
天候、鳥の習性の解説文などを収録し
たものです。
　橋場さんと鳥との接点は、中学時代
にさかのぼります。友達からマヒワを
1羽もらったのがきっかけで、鳥に興
味が湧きました。それから朝5時に山
へ出掛け自分で作った“バッタン籠”
という仕掛けを置いて学校が始まるま
での2，3時間木の影から鳥がかかる
のをじっと待っていました。友達から

もらったり自分で捕まえたりしている
うちに約40羽まで膨れあがり、高校
卒業するまで飼い続けていました。
　今回、観察しようと思ったきっかけ
は、平成22年3月に近所の人と今年
は気温が高い話をしていたことです。
それで、鳥に何か変化があるのではな
いかと思い観察を始めました。
　橋場さんは毎朝6時30分頃にその
日の天気・気温・気圧を調べた後、兵
庫町から宝達志水町の敷浪まで双眼鏡
を片手に1時間程度、野鳥観察に出掛
けます。そしてその日観た野鳥をノー
トに記録し、自宅に帰って観察日誌に
記録します。
　「野鳥を観察するのは高校時代以来
ですが、その時覚えた知識は40年以
上経った今でも覚えていて現在の野鳥

観察に役立っています。初めてみる鳥
などがいると家に帰ってすぐに図鑑で
調べます。普段みている鳥でもこんな
習性があったのかと新しい発見なども
あり楽しいです」とにこやかに話され
ます。
　「昔に比べると鳥の数や種類は減っ
ています。原因は、環境の変化だと思
います。家庭から川へ汚水が流れ出さ
れたことにより鳥の餌となる魚や草が
減少したりして鳥が住みにくい環境に
なっています。ただ、現在では家庭か
ら出される汚水が改善され環境は良く
なり鳥たちも戻ってきていますが、一
度壊された環境が元に戻るには時間が
かかります。鳥も人間も自然の中で共
生していることを分かってほしい」と
話してくれました。

鬼と仲良し「鬼恋節分祭」
負けるが勝ちよ♪ジャンケンぽん

「やったー負けた。景品頂き!!」
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　市では、下記のとおり、臨時職員を募集します。
募集職種と人員

職　　種 人員 応募資格・職務内容など 賃金日額
介護支援専門員 若干名 介護支援専門員資格を有する方 日額8,060円

保健師 1人 保健師資格を有する方 日額8,060円
勤務条件など　勤務時間は午前8時30分～午後5時15分勤務。
　　　　　　　交通費を支給するほか、有給休暇や社会保険制度があります。
選考手順　3月下旬に採用試験を実施予定　　　採用予定　平成26年4月　　　雇用期間　1年（6カ月更新）
受付期間　3月3日㈪～14日㈮（土日を除く、午前8時30分～午後5時15分）
申込用紙　 市総務課（市役所3階）で、「平成26年度　臨時職員申込書（登録書）」を交付します。市のホー

ムページからも取得できます。
添付書類　資格証明書の写しを添付してください。

　平成26年第1回羽咋市議会臨時会が、2月10日に開催され、羽咋中学校体育館改築工事と、農地集積協力
金の補正予算2件を原案どおり可決しました。

　４月から消費税が５％から８％に引き上げられることに伴い、市指定ごみ袋の価格は、値上がりするのか
との問い合わせが寄せられています。指定ごみ袋の価格は、行政手数料であり、課税対象外であるため、４
月からも指定ごみ袋の価格に変更はなく、消費税も課税されません。

　燃えるごみの中には、新聞、雑誌、古着、食品トレーなどの資源が多く含まれています。
　混ぜれば「ごみ」、分ければ「資源」であり、分別の徹底をお願いします。

　私たちが普段、暮らしの中で何気なく使っているものは、地球の限りある資源から作られています。ごみ
を少なくすることで資源と経費の節約となるほか、ごみ処理の過程で発生する二酸化炭素削減などの地球温
暖化や異常気象の抑制にもつながります。まずは小さな取り組みから始めてみましょう。

今日から始められるごみ減量の３つのポイント
①発生抑制【長く使えるものを選ぶ、必要な分だけ買う】
②再利用【繰り返し大切に使う、譲って使ってもらう】
③再生利用【資源として分別する、生ごみを堆肥化する】

４月から粗大ごみ収集が始まります！ごみを捨てる前にもう一度資源として使えるか考えましょう。

問い合わせ・申込み　
羽咋市総務課・人事係（☎0767-22-7161）
〒925-8501　石川県羽咋市旭町ア200番地

問い合わせ　
市環境安全課・環境資源係（☎22-7137）

議案2件を可決

羽咋市臨時職員募集

平成26年第1回羽咋市議会臨時会

環境安全課からのお知らせ

４月からも市指定ごみ袋の価格は変わりません

ごみの中には、まだまだ資源がいっぱい

ごみ減量～できることから始めてみよう～
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　毎年３月末から４月にかけて、転入転出や育苗ハウ
スなどで「水道の開栓（閉栓）を」というご依頼が集
中します。
　水道の使用・停止の日が決まった段階で早めの手続
きをお願いします。水道の開閉栓は１カ月前から申請
できますので、余裕をもって早めの手続きをお願いし
ます。

　市では、納税者の市税に対する不公平感をなくし、市税を安定確保するために、悪質な滞納者に対して差
押えなどの滞納処分を実施しています。
　平成26年度は、県と中能登地区４市町による滞納整理機構が徴収強化のために設立され、各市町に代わ
り市県民税（個人）を中心に各市町税（固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税など）の滞納整理業務を
引き受け、直接徴収を行います。
　市から滞納整理機構に引き継ぎが行われると、滞納処分（預金・給与・生命保険などの差押え）が前提と
なります。市から納税催告書が届いている方で、税務課との納税誓約などを行っていない場合は、滞納整理
機構から滞納処分を受けることになりますので、早急に納税してください。
　納税が困難な場合は、税務課へご相談ください。

　市県民税の申告、所得税の確定申告は、３月17日㈪までにお済ませください。
　市県民税の申告は、平成25年中に所得がなく誰の扶養にもなっていない人や障害年金・遺族年金、雇用
保険法に基づく失業給付などの非課税収入のみを有する人、羽咋市外の人に扶養されている人についても必
要です。
　申告をしないと、国民健康保険や後期高齢者保険などの保険料の算定や軽減措置の判定などができなくな
ります。また、控除の内容によっては、申告することで非課税となる場合があります。

※申告書の記入や税に関する質問は、お気軽に下記へ問い合せください。

　昨年12月の市議会で上下水道料金の改定が可決されました。料金改定は消費税などの増税に対応するた
めのものであり、下水道については、増額改定となり本年４月使用分（５月請求分）から適用されます。詳
細については、4月号の広報に掲載します。

問い合わせ　市上下水道課（☎22-7133）

問い合わせ　市税務課・収納係（☎22-1113）

問い合わせ　所得税の確定申告については、七尾税務署個人課税第１部門（☎0767-52-9336、9337）
市県民税の申告については、市税務課・住民税係（☎22-7130）　　　　　

滞納整理機構が直接徴収も

期間は３月17日まで

上下水道課からのお知らせ

市税に滞納はありませんか

申告はお済みですか

手続きはお早めに“水道開閉栓”

上下水道料金を改定します
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国民健康保険、国民年金の加入手続きは、市総合窓口課で行うことができます。

　市の国民健康保険運営に関し意見交換や審議などを行う協議会（国民健康保険運営協議会）の委員を募集
します。

　H25年度の活動風景写真や、児童が製作した作
品など展示しています。
　実演コーナーやミニ工作コーナーもあります。
日時　3月15日㈯、16日㈰
　　　午前10時～午後4時
場所　コスモアイル
　　　羽咋

■手続きに必要なもの
　退職日を確認できる書類（健康保険資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証、離職票など）

　退職すると、退職日の翌日で職
場の健康保険の資格を喪失しま
す。
　職場の健康保険を任意継続する
か、期間を空けずに他の健康保険
に加入する場合を除き、国民健康
保険の加入の届け出が必要です。

　20歳以上60歳未満の会社員の方が退職すると、加入していた厚生
年金から国民年金へ加入を切り替える手続きが必要となります。
　また、扶養されていた配偶者（20歳以上60歳未満）の方も、国民
年金への切り替え手続きが必要となります。
　これらの手続きを怠り放置していると、将来的に受け取る年金が減
るだけでなく、年金の受給権に重大な影響を与える場合もありますの
でご注意ください。

募集人数　１人（委員数12人中）
応募要件　 羽咋市在住で、国民健康保険の運営に関

心のある方（ただし、ほかに市の各種委
員会の委員をしている方を除きます）

任期　平成26年4月から平成28年3月まで
会議　年2～3回程度　報酬　5,000円／回（税込み）

応募方法　 申込書に所定事項を記入し、総合窓口課
へ提出してください。（※申込書は、ご
連絡いただいた際に郵送します）

応募締切　3月20日㈭
　　　　　※ 応募多数の場合は、応募の動機など

を審査し決定します。

　一年間を通していろいろなおもしろ実験、アイデ
ア工作などの学習をするクラブ生を募集しています。
　また、お手伝いをしてくれるボランテアも募って
います。
対　　象　 平成26年度に新3年生、新4年生になる

児童
定　　員　先着20名
活 動 日　原則毎月第３土曜日午後 （開講式4月19日）
活動場所　コスモアイル羽咋・研修室
クラブ費　年間1,000円（実験材料費、保険料ほか）
申 込 み　3月8日㈯～4月5日㈯

国民健康保険 国民年金

問い合わせ　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

問い合わせ　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

問い合わせ・申込み　コスモアイル羽咋（☎22-9888）

会社を退職される方へ健康保険と年金の加入手続き

国民健康保険運営協議会委員を募集

市少年少女発明クラブ

H25年度の作品展を開催 H26年度のクラブ生を募集
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　生活習慣病の予防、バランスの良い食事、年代別の食育や栄養の基礎を身につけ、健康づくりを広げる
ヘルスボランティアを養成します。
　食と健康に関心のある方や地域で食育活動してみたい方はぜひチャレンジしてみませんか。

【養成講座概要】
◆期間　平成26年4月～12月
◆回数　全10回程度（1回3～4時間）
◆会場　羽咋すこやかセンター、羽咋公民館ほか
◆対象　市内在住の方ならどなたでも
　　　　食と健康に興味がある方
　　　　養成講座終了後に食改として活動に参加できる方
◆定員　15人程度
◆費用　講義・テキスト代は無料
　　　　調理実習・昼食代は自己負担（合計1,000円程度）
◆申込締切　3月31日㈪

　スポーツ安全保険は、スポーツ・文化・ボランティア活動などを行う5人以上のグループを対象として、
往復途上も含めた活動中の傷害事故や賠償責任を負う事故を補償する保険です。

【加入区分・掛金】
①子ども（中学生以下）
　・団体活動全般
　　　（団体活動のみ） 800円
　　　（個人練習含む） 1,450円
②大人（高校生以上）
　・文化活動など 800円
　・スポーツ活動・指導 1,850円
　・少年スポーツ指導 1,300円
③大人（65歳以上）
　・スポーツ活動 1,000円

◇食生活改善推進員とは
“食生活を中心とした健康づくり”を地域の方々と一緒に推進しています。
市内の各地区で楽しく食育活動をしているボランティア団体です。

◇活動内容
おやこの食育教室、介護予防のためのいきいきクッキング、郷土料理の実習、
高血圧予防・メタボ改善の調理実習、カルシウムアップ・ロコモ予防のための骨太クッキングなど

◇平成25年１月現在、56人が所属していますが、富永地区・鹿島路地区・越路野地区・上甘田地区に
は会員がいません。市内均一に食生活改善活動をするために、この地区の方はぜひご協力ください。

◇年齢や性別の制限はありません
時代のニーズに対応するため、これからは男性の会員が必要です！
男性、若い世代の方もぜひお待ちしています！

問い合わせ・申込み　市健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター内）（☎22-1115）

問い合わせ　
市スポーツ推進室（☎22-3312）

受講者募集します食生活改善推進員養成講座

スポーツ安全保険に入りませんか

④全年齢
　・危険度の高いスポーツ活動 11,000円

【対象となる事故】
　・グループ活動中の事故
　・往復途上の事故

【受付期間】
　4月3日～平成27年3月30日

【保険期間】
　4月1日～平成27年3月31日
　※4月１日以降の申し込みは、加入手続きの翌日から有効
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毎年、空気が乾燥し強い風が吹く春季に山火事や枯れ草火災が多く発生しています。
そのほとんどが、たき火やたばこ、火入れの不始末などちょっとした不注意によるものです。　
山林などで火災が発生すると、あっという間に燃え広がることが多く、着衣に火が燃え移ったり、逃げ場

を失ったりしてとても危険ですので、火入れなどには十分注意が必要です。

●森林または森林に接近している周囲1㌖の範囲内にある原野や田畑、荒廃地その他の土地で、その土地に
ある立木竹や雑草、堆積物などを面的に焼却する場合は事前に許可の申請が必要です。（羽咋郡市広域圏
事務組合火入れに関する条例）

●焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却する野焼きは、禁止されています！
　５年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が

科せられます。

●火災とまぎらわしい煙または火炎を発する行為を行う際には、最寄りの
消防署（分署）に届出をしてください。（羽咋郡市広域圏事務組合火災予
防条例第45条）

問い合わせ　羽咋消防署（☎22-0089）

山火事・枯れ草火災にご注意を

平成26年　全国山火事予防運動統一標語

「守りたい　森の輝き　防火の心」

火入れを行う場合は、次のことに十分注意してください！

1.監視人を必ず置きましょう。

2.火から離れるときは、完全に消火しましょう。

3.消火に必要な器具などを必ず準備しましょう。

4.風の強い日や空気の乾燥している時の火入れはやめましょう。

5.強風注意報や火災警報が発せられた場合は、火入れを中止しましょう。

6.火入れをする時は、延焼しないよう周囲の可燃物を除去しましょう。

7.日の出から日没までに行いましょう。

8.緊急に備えて消防への連絡体制を確保しておきましょう。
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平成25年中の羽咋郡市内での救急出動件数は1,976件であり、1日当たり平均5.4件、4.4時間に1回の割
合で救急出動したことになります。また、救急出動件数1,976件中、羽咋市内での救急出動件数は884件で
あり、昨年より61件増加して過去最高となりました。

なお、事故種別での出動件数は、「急病」が最も多く1,256件（63.6％）、次いで「一般負傷」が274件（13.9％）、
「その他」が233件（11.8％）､「交通事故」が150件（7.6％）となりました。

搬送人員は1,904人で、圏域住民の32人に1人が救急搬送されたことになります。

軽いけがや病気など、緊急性がない場合でも安易に救急車を利用すると、緊急性を要する重篤な人への対
応が遅れてしまいます。緊急性がなく、救急車以外にも病院へ行く手段がある場合は救急車の利用を控える
ことができないか考えてみてください。

ただし、命にかかわる病気やケガで緊急に病院へ行かなければならない場合は、迷わず119番通報してく
ださい。救急車を本当に必要とする人のために、「救急車の適正利用」につきまして今一度、みなさんのご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。

問い合わせ　羽咋消防署　救急係（☎22-0089）

救急車の適正利用にご協力を

過去10年間の救急出動件数
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348人
 18%

平成25年中の傷病程度別搬送人員

死　 亡：医師の初診時に死亡が確認されたもの

中等症：重症または軽症以外のもの

軽　 症：入院を必要としないもの

重　 傷：３週間の入院加療を必要とするもの以上

死亡
67人
 4%

重傷

中等症

721人
38%

軽症
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平成25年中の事故種別出動件数
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搬送人員の傷病程度は、「重
症」348人、「中等症」721
人、「軽症」768人、「死亡」
67人となりました。最も多
い軽症は全体の40％、次い
で中等症が38％を占めてい
ます。
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石川県羽咋市兵庫町タ11番地3　TEL/FAX 0767-22-8648
《営業時間》AM9:00～PM8:00

春のおすすめ
内祝・贈りものに
春のおすすめ春のおすすめ春のおすすめ春のおすすめ春のおすすめ春のおすすめ
内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに内祝・贈りものに
春のおすすめ
内祝・贈りものに

　メタボリックシンドローム（以下メタボ）は内臓の周りに脂肪が必要以上につき、高血糖、脂質異常、高
血圧のリスクが重なった状態をいいます。そのままにしておくと、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳血管疾
患といった重大な病気を引き起こします。それらの兆しをいち早く発見するために実施するのが、特定健診
です。
　特定健診には、医療保険者ごとに国から定められた受診率の達成目標があります。市町村国保の場合は平
成29年度に60％という目標ですが、現在、羽咋市の受診率は42.8％（平成25年度見込み）でした。
　また、平成25年度の特定健診受診率を地域別にみると、受診率が一番高かったのは、一ノ宮地区でした。
一方、メタボに該当した人の割合が一番少なかったのは、鹿島路地区でした。
　あなたがお住まいの地区はどうでしたか？
　生活習慣病の予防や早期発見は治療にかかる
時間や費用を少なくして、その分を自分の趣味
や楽しみに使うことができます。また、子ども
たちの健康づくりは親世代からすでに始まって
いるとも言えます。
　できるだけ多くの友人や近所の知人と声を掛
け合いながら、地域全体での健康づくりに取り
組んでいくことが、年々増加する羽咋市の医療
費を抑え、未来を担う子どもたちの負担を少な
くし、明るく健やかなまちづくりへとつながり
ます。
　市では健康づくりに関する出前講座を要請が
あった町会や各種団体などに対して開催してい
ます。興味がある方はぜひご連絡ください。

　例年、この時期の１週間を「子ども予防接種週間」とし、受けそびれた予防接種を受けることをお勧めし
ています。
　 特に、４月から小学校に入学するお子さんや、もうじき７歳６カ月になるお子さんを持つ保護者の方は、
再度母子手帳を確認し、まだ受けていない予防接種があれば、この機会に受けましょう。
　定期接種の接種券を失くされた場合は再発行しますので、市健康福祉課健康推進係へ問い合わせください。
　市内では、３月２日㈰ 午前中にとどろき医院（☎22-7855）で予防接種が受けられます。（予約者のみ）

問い合わせ　市健康福祉課健康推進係
（羽咋すこやかセンター内）（☎22-1115）健康福祉課からのお知らせ

特定健診の結果から

子どもの予防接種週間（3月1日～7日）

特定健診受診率が
高い地区

メタボ該当者の割合が
少なかった地区

1位 一ノ宮 47.4％ 1位 鹿島路 11.3％
2位 上甘田 45.8％ 2位 余喜 16.2％
3位 富永 45.1％ 3位 一ノ宮 16.8％
4位 邑知 44.7％ 4位 羽咋 18.3％
5位 余喜 44.0％ 5位 邑知 18.6％
6位 神子原 41.1％ 6位 千里浜 19.7％
7位 粟ノ保 42.5％ 7位 富永 19.8％
8位 鹿島路 40.8％ 8位 粟ノ保 22.4％
9位 羽咋 39.7％ 9位 神子原 22.7％

10位 千里浜 39.0％ 10位 上甘田 23.1％
11位 越路野 38.4％ 11位 越路野 25.9％
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○ご自宅や集会所、寺院でのお葬儀
○費用を抑えた葬儀を行いたい方
ぜひご相談ください
（お部屋の片づけや遺品整理もお手伝いいたします）
※羽咋郡市,河北郡市の指定葬祭施設もご利用になれます

家族葬
個人向け法律相談 （30分／5,000円（税別））

弁護士法人　金沢セントラル法律事務所

〒920-0901 金沢市彦三町1丁目2番1号 アソルティ金沢彦三3階
ＴEL （076）263-9990

（交通事故・債務整理・離婚・相続）

土曜相談会（月1回）を行います　お電話にてご予約ください

ー金沢弁護士会ー
弁護士 割山 雄一　弁護士 岡峰 聡一　弁護士 向井 渉太

利用中の交通事故が発生しています。
交通弱者に思いやりと真心を持って優しい運転を心がけてください。
１．「電動車いす・電動四輪車」は歩行者と同じです
　　・歩行者としての交通ルールを守ってください。
　　・道路を通行するときは、道路右側を通行してください。
　　・歩道があるところでは、歩道を通行してください。
２．横断歩道をわたってください
　　・道路をわたる時は、横断歩道をわたってください。
　　・信号機がある交差点では、「歩行者用」の信号にしたがってください。
　　・道路や歩道に障害物があり進路を変える場合は、必ず左右や後方の安全確認をしてください。

問い合わせ　市健康福祉課・援護係（☎22-3939）

交通ルールと交通事故防止のご協力を電動車いすをご利用される方へ

問い合わせ　羽咋警察署（☎22-0110）　羽咋郡市防犯協会連合会（☎22-4970）

地域安全ニュース ～あなたの家は大丈夫ですか～

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせです

　新年度から生活環境が変わる方も多いと思います。３月はその準備で慌ただしくなりますが、油断せずに
自分の家の防犯について見直してみましょう。

◆外出時には全ての窓とドアの鍵をかけましょう
　２階以上の窓や小さな窓にも鍵をかける。
　ゴミ出しなどの短時間の外出でもしっかりと鍵をかける。
◆家の周りに物を置かない
　２階への足場に利用されそうな物を置かない。
◆在宅中でも鍵をかけましょう
　就寝時や入浴時に侵入されることもあります。

　無施錠による住宅侵入方法が圧倒的に多いです。
　戸締りは誰でも簡単にできる防犯対策です。鍵かけを徹底し、犯罪から身を守りましょう！
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●市役所の連絡先
　（代表：0767-22-1111）

健康福祉課 総合窓口課
・援護係 22-3939 ・介護高齢者係 22-5314 ・市民窓口係 22-5940（市民窓口・戸籍）
・子育て支援係 22-1114 ・地域包括支援センター 22-0202 ・国保年金医療係 22-7194
・健康推進 22-1115 � � 　　（国民年金・国民健康保険・後期医療）

税務課 会計課 22-7165 上下水道課 � 建設課 �
・収納係 22-1113 商工観光課 22-1118 ・庶務経理係 22-7133 ・施設管理係 22-1119
・資産税係 22-6901 環境安全課 22-7137 ・建設係 22-7193 ・都市計画係 22-9645
・住民税係 22-7130 ・維持管理係 22-7193 ・道路建設係 22-9645

羽咋小学校吹奏楽部定期演奏会
　OB・OGや有志の出演もあります。
日時　3月9日㈰14:00～
場所　コスモアイル羽咋・大ホール
問　羽咋小学校吹奏楽部
　　代表・中谷規雄（☎22-1034）

エコクッキング教室（第1回）
日時　4月5日㈯9:00～
場所　リサイクルセンター（滝谷町）
定員　20人　　参加費　1,000円
持ち物　エプロン、三角巾、はし
内容　料理をとおして、ごみを出さ
ない工夫やごみの分別の仕方を学び
ます。
講師　室谷加代子さん
申込期間　3月26日㈬～4月4日㈮
問・申　クリンクルはくい
　　　　（☎27-1153）

やさしい古文書講座
日時　3月2日㈰・9日㈰・16日㈰
　　　10:00～11:30
場所　市歴史民俗資料館・研修室
講師　中越幸子氏　　定員　20人
資料代　200円（全3回分）
問・申　市歴史民俗資料館
　　　　（☎22-5998）

れきみんむかしがたり
　おことの演奏と羽咋のむかしばな
しをお楽しみください。
日時　3月9日㈰14:00～15:00
場所　市歴史民俗資料館
語り　れきみんボランティア
参加費　無料
問　市歴史民俗資料館
　　（☎22-5998）

メンバーズコレクション展開催
　羽咋ライオンズクラブ設立50周
年を記念して美術品コレクションを
公開します。
日時　3月20日㈭～4月13日㈰
　　　9:30～15:00（月曜休館）
場所　市歴史民俗資料館
問　市歴史民俗資料館
　　（☎22-5998）

新年度の給食食材納入業者を
受け付けます

　羽咋市学校給食会では、平成26
年度の学校給食食材納入業者の受け
付けを行っています。
申込締切　3月6日㈭まで
納入方法　食材別の見積もり合わせ
問　市学校給食共同調理場
　　（☎22-1338）

第44回羽咋市民卓球大会
参加者募集

日時　3月30日㈰8:30～
場所　羽咋体育館
対象　羽咋市在住、在学、在勤、出
身の方
種目　男・女小学生、一般男女シン
グルス、男・女ダブルス、ママさん、
男子サーティ、男子フォーティ
参加料　シングルス300円
　　　　ダブルス500円（当日でも可）
申込み　羽咋体育館にある申込書に
記入し、羽咋体育館へ（FAX22-3312）
申込締切　3月9日㈰まで
問　羽咋市卓球協会・三星正紀
　　（☎090-8968-1393）

石川県障害者スポーツ大会
参加者募集

　障がいのある方のスポーツ振興と
社会参加の促進を図ります。
日時　5月25日㈰
場所　西部緑地公園陸上競技場ほか
対象　県内に在住、在勤または在学
の障がい（身体、知的、精神）のあ
る方
種目　陸上、水泳、アーチェリー、
卓球、フライングディスク、ボウリ
ング、バレーボール、ボッチャ（オー
プン種目）
申込締切　3月20日㈭
問・申　市健康福祉課・援護係
（☎22-3939、FAX22-1048）

広 告 欄

18　広報はくい　No.741  2014年3月



●市役所の連絡先
　（代表：0767-22-1111）

健康福祉課 総合窓口課
・援護係 22-3939 ・介護高齢者係 22-5314 ・市民窓口係 22-5940（市民窓口・戸籍）
・子育て支援係 22-1114 ・地域包括支援センター 22-0202 ・国保年金医療係 22-7194
・健康推進 22-1115 � � 　　（国民年金・国民健康保険・後期医療）

税務課 会計課 22-7165 上下水道課 � 建設課 �
・収納係 22-1113 商工観光課 22-1118 ・庶務経理係 22-7133 ・施設管理係 22-1119
・資産税係 22-6901 環境安全課 22-7137 ・建設係 22-7193 ・都市計画係 22-9645
・住民税係 22-7130 ・維持管理係 22-7193 ・道路建設係 22-9645

自衛隊幹部候補生・
予備自衛官補を募集

○幹部候補生
資格　大学卒業程度試験：22歳以
上26歳未満
　　　大学院卒業者試験：修士課程
修了者などで28歳未満
※年齢は平成27年4月1日現在
受付　4月25日㈮まで
○予備自衛官補
資格　一般：18歳以上34歳未満
　　　技能：18歳以上で国家資格
などに応じ53歳以上55歳未満
受付　4月2日㈬まで
※年齢は平成26年7月1日現在
問　自衛隊石川地方協力本部・七尾
出張所（☎0767-53-1691）

固定資産税課税台帳を縦覧
期間　4月1日㈫～6月2日㈪
8:30～17:30（土日・祝日を除く）
内容　縦覧…自己所有の土地・家屋
について、縦覧帳簿で周辺の土地・
家屋と比較できます。
閲覧…自己所有の固定資産につい
て、名寄帳兼課税台帳を閲覧できま
す。（借地・借家の方は該当する土
地・家屋に限ります）
閲覧するときに必要なもの
　・�本人を確認できる身分証（免許
証・健康保険証など）

　・�借地・借家の方は、借用を証

する書面
　・�代理の方は、委任を証明する書面
問　市税務課・資産税係
　　（☎22-6901）

弁護士による無料法律相談会
　ひまわりお悩み110番が開設1周
年を迎えたことを記念して無料法律
相談会を開催します。「離婚」「相
続」「借金」など法的トラブルでお
悩みの方は、どんなことでも構いま
せんので、気軽にご相談ください。
日時　3月8日㈯13:00～17:00
　　　（受付は16:30まで）
場所　フォーラム七尾
　　　（七尾駅前パトリア5階）
予約　相談前日17:00までに金沢弁
護士会へ電話を
※相談時間は一人30分以内
問・申　金沢弁護士会
　　　　（☎076-221-0242）

認知症診療ネットワークに関する
研修会　公開講座

日時　3月22日㈯
　　　13:30～（開場は13:00）
第1部　特別講演（13:40～14:40）
「認知症を治療する、予防する」
山田　正仁先生（金沢大学大学院　
脳老化・神経病態学（神経内科学））
第2部　介護講座　劇場版
　　　　（14:50～15:40）
「欽ドン！よい介護、悪い介護　認
知症バージョン」
公立能登総合病院精神センター
　劇団T―DOK'S
場所　七尾サンライフプラザ　中
ホール
入場料　無料
問　公立能登総合病院精神センター
（☎0767-52-8760、田辺・大谷）

広 告 欄広 告 欄

お客様にご満足いただける 
「品質」「価格」 

　大町町会では、宝くじの助成で、
春季祭礼の獅子舞に使用する獅子
頭や天狗面などを新調しました。
　今年の春季祭礼では新調された
獅子頭や天狗面で、勇壮に獅子舞
が町内を練り歩く予定です。
　天狗装束や獅子蚊帳、烏帽子、
締太鼓、袢天、高張提灯なども新
調しました。 問い合わせ

市生涯学習課
（☎22-9331）

宝くじコミュニティ
助成事業 大町町会が祭礼用具購入

↗
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●市役所の連絡先 農林水産課 総務課 22-7161 監査委員事務局 22-7167
・林業水産係 22-1116 ・ふるさと振興係 22-1116 秘書室 22-0771 選挙管理委員会 22-7191
・農業振興係 22-1116 ・農業委員会 22-1117 企画財政課 22-7162 学校教育課 22-7131
・耕地整備係 22-1116 � 議会事務局 22-7160

生涯学習課 22-9331 羽咋すこやかセンター コスモアイル羽咋 22-9888 ユーフォリア千里浜 22-9000
文化財室 22-5998 健康福祉課健康推進係 図書館 22-9777 公立羽咋病院 22-1220
（歴史民俗資料館） � 22-1115 羽咋体育館 22-3312 羽咋市観光協会 22-5333
　 � � （スポーツ推進室）22-7156 シルバー人材センター 22-2700

■人口　23,084人（－46人）
　□男性　10,907人（－17人）
　□女性　12,177人（－29人）
■世帯数　8,481世帯（－13世帯）
■異動
　□出生� 11人
　□死亡� 32人
　□転入など� 18人
　□転出など� 43人
＊平成 26年 2月 1日現在
　（　）内は前月比
　※外国人住民を含む
［住民基本台帳人口から］

人口の動き

■市民リサイクル銀行 3 月分
譲ります

今月はありません
譲ってください

今月はありません
問・申　市商工観光課（☎22-1118）

東日本大震災義援金の寄託

寄託総額11,588,984円
（2月17日現在）

　多くの方々からのご寄託いただ
き深く感謝いたします

広 告 欄

元気なうちに考えておこうか、終活のことも…
そうお考えの方、『事前相談』をご利用ください

事前相談・事前見積

年中
無休

経済産業大臣認可　全葬連加盟葬儀社

セレモニー会館 コスモ
羽咋市新保町下78番地1 22-8882 24時間

電話受付

逝く思い…
　こころ尽くして

　認定農業者の方へスーパーＬ資金と金利負担軽減措置をお知らせ
します。

農地や機械の取得にスーパー L資金の活用を

ご利用
いただける方

認定農業者（農業経営改善計画を作成して市町村長
の認定を受けた個人・法人）
※ 個人の場合、簿記記帳を行っていること、または

今後簿記記帳を行うことが条件となります。

資金の使いみち
①農地などの取得・造成　②施設・機械の取得、改良、
造成など　③果樹・家畜などの購入費　④長期運転
資金

ご融資
条　件

償還期限 25年以内（うち据え置き10年以内）
融　　資
限 度 額 個人3億円　法人10億円

金　　利
0.50%（平成26年2月末現在）（償還期間5年の場合）
※借入時の金利は金融情勢により変動します。
　最新の金利は、融資機関へご照会ください。

担保・保証人 原則として必要ですが、ご相談のうえ決めさせてい
ただきます。

実質無利子化のための金利負担軽減措置

対 象 者 「人・農地プラン（地域農業マスタープラン）」に地域の中心
となる経営体として位置付けられた認定農業者

助成期間 貸付当初5年間
※6年目以降は通常の利息をお支払いただきます。

留意事項

・ 貸付当初5年間の金利負担軽減措置は、毎年度国の予算の
範囲内で実施されるものであり、予算の状況によっては利
子助成の内容に変更が生じる可能性があります。

・ 実質無利子化のための利子助成措置は、取扱額に限りがあ
り、資金の使いみちやご融資の実行時期によっては、ご希
望に添えない場合がございます。

・ 上記以外にも資金をご利用いただくための要件などがござ
います。詳しくは日本政策金融公庫 金沢支店 農林水産事
業へお問い合わせください。

日本政策金融公庫からのお知らせ

問い合わせ　
日本政策金融公庫金沢支店　農林水産事業（☎ 076-263-6472）

今月の納税
　納期限��3月31日㈪
　　国民健康保険税　　9期
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●市役所の連絡先 農林水産課 総務課 22-7161 監査委員事務局 22-7167
・林業水産係 22-1116 ・ふるさと振興係 22-1116 秘書室 22-0771 選挙管理委員会 22-7191
・農業振興係 22-1116 ・農業委員会 22-1117 企画財政課 22-7162 学校教育課 22-7131
・耕地整備係 22-1116 � 議会事務局 22-7160

生涯学習課 22-9331 羽咋すこやかセンター コスモアイル羽咋 22-9888 ユーフォリア千里浜 22-9000
文化財室 22-5998 健康福祉課健康推進係 図書館 22-9777 公立羽咋病院 22-1220
（歴史民俗資料館） � 22-1115 羽咋体育館 22-3312 羽咋市観光協会 22-5333
　 � � （スポーツ推進室）22-7156 シルバー人材センター 22-2700
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URL　http://www.mirai-toshi.jp

現在、羽咋市の鉄道の玄関口
は羽咋駅ですが、のと里山海道
の無料化に伴って自動車の玄関
口として注目されているのが「千
里浜インター」周辺です。今後
とも、交流人口の増加を図る重
要な地域だと認識しております。
こうした状況の中で、「ちりはま 
ホテルゆ華」の売却の話がまい
りました。

羽咋市の年間の観光客数は240
万人前後（平成24年）で、観光
の宿 泊者 数は6万8700人です。
率にして、残念ながら約2.9%で
す。この宿泊率のアップを図る
という大きな課題を抱えている

ときに、「ちりはま　ホテルゆ華」
の件が浮上してきたわけです。

この施設は、年間1万人以上の
宿泊数があり、また、30人を超
える地元雇用があるほか、その経
済波及効果は年間1億8千万円と
見込まれています。平成24年度
は黒字経営で今後とも、健全経
営が見込まれると思っています。

1万人以上の宿泊を守るため
に羽咋市が取得し、指定管理制
度を導入して民間委託してまい
りますが、市からの運営費補助

（赤字補てん）は行わない方針で
す。この施設を含めたインター
周辺は、北陸新幹線開業をにら

み、ホテルと温泉を活かした「観
光情報発信基地」と位置づけて
まいります。

今後、この件について議会と
の協議を進めますが、市民の皆
さんのご理解を得て、交流人口
の拡大を図り、市の活性化につ
なげてまいりたいと考えており
ます。

 （2月17日）
 羽咋市長　山辺芳宣

千里浜インター周辺を「観光情報の発信拠点」に 市
長
か
ら
の
手
紙

◆市道羽咋 197号線改良工事
（その1）（1,444万円、富山土建
㈱）◆市道富永98号線舗装工事
（1,627万円、盛進工業㈱）
＊�入札結果は、市のホームページ
で公開しているほか、どなたで
も市企画財政課（☎22-7162）
で閲覧できます。

工事の発注状況
（1千万円以上）1月

No.741  2014年3月　広報はくい　21



２日㈰
前川医院（内科）
羽咋市酒井町� ☎26-0210
西村内科胃腸科クリニック
宝達志水町今浜� ☎28-2033

９日㈰
志賀クリニック（内科）
志賀町高浜町� ☎32-5307
金田内科医院
羽咋市千里浜町� ☎22-2864

１６日㈰
加藤病院（外科・胃腸科・内科）
志賀町高浜町� ☎32-1251
保志場内科クリニック
羽咋市的場町� ☎22-0807

２１日（金・祝）
羽咋診療所（内科）
羽咋市柳橋町� ☎22-5652
松江外科胃腸科医院
羽咋市松ヶ下町� ☎22-7888

２３日㈰
向クリニック（外科・内科）
志賀町富来領家町� ☎42-1151
平場内科クリニック
羽咋市中央町� ☎22-0238

３０日㈰
岡田医院（内科）
志賀町富来領家町� ☎42-1921
田村眼科クリニック
羽咋市鶴多町� ☎22-0026

 3 月の休日当番医
（午前 ❾時～正午：事前連絡必要）
※医療機関および診療時間が変更となる
場合もあります。当日の新聞などでご確
認ください。

市 �= 市役所

■問い合わせ
市役所代表電話（☎ ❷❷-❶❶❶❶）

日 時 行　事　名 場　所 担　当

❷╱❷❽ ㈮ 10:00～ 市議会・定例会本会議
（開会・提案理由説明など） 市議会議場 議会事務局

❸╱❶ ㈯ 9:30 ～ 両親学級（プレパパ・プレママセミナー） 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

10:00～ 両親学級（フレッシュママセミナー） 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

❸ ㈪ 14:00～ まんまクラブ～離乳食教室～ 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

❺ ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

13:00～ 1歳 6カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

❻ ㈭ 10:30～
11:30

健康と生きがい講座
「ひなまつり茶会」 老人福祉センター 社会福祉協議会

❾ ㈰ 14:00～
15:00 れきみんむかしがたり 市歴史民俗資料館 歴史民俗資料館

❶⓪ ㈪ 10:00～ 市議会・定例会本会議（質疑・質問） 市議会議場 議会事務局

❶❶ ㈫ 10:00～ 市議会・定例会本会議（質疑・質問）
各常任委員会・連合審査会 市議会議場ほか 議会事務局

❶❷ ㈬ 10:00～ 市議会・連合審査会 市議会議場 議会事務局

13:00～ 3歳児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

❶❸ ㈭ 10:00～ 羽咋中学校卒業式 (コスモアイル羽咋 )
邑知中学校卒業式 (邑知中学校 ) 学校教育課

10:15～
11:15 リズムダンス教室（有料） 老人福祉センター 社会福祉協議会

13:30～ 心のケアサポート（個別相談） 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

13:30～ 市議会・連合審査会 市議会議場 議会事務局

❶❹ ㈮ 9:30 ～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

13:30～ 市議会・総務文教常任委員会 市議会
第 1委員会室 議会事務局

❶❺ ㈯ 10:00～
16:00 市少年少女発明クラブ作品展（～ 16日） コスモアイル羽咋 生涯学習課

❶❻ ㈰ 7:00～
19:00 石川県知事選挙

羽咋小学校
体育館ほか 選挙管理委員会

❶❼ ㈪ 13:30～ 市議会・産業厚生常任委員会 市議会
第 1委員会室 議会事務局

3 月

市歴史民俗資料館
休館のお知らせ

期間　3月3日㈪～19日㈬ 問い合わせ　羽咋体育館（☎22-3312）

　市では、スポーツ振興くじ助成で、運動公園野球場のナイター照明とス
コアボードの改修工事を行い、春からの使用が可能となりました。
　皆さんのご利用をお待ちしています。

スポーツ振興くじ助成事業

改修工事の完了したナイター照明とス
コアボード
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日 時 行　事　名 場　所 担　当

❶❽ ㈫ 10:00～ 小学校卒業式 粟ノ保小、西北台
小、余喜小 学校教育課

11:00～
14:00 健康福祉総合相談 老人福祉センター 社会福祉協議会

❶❾ ㈬ 10:00～ 小学校卒業式 羽咋小、瑞穂小、
邑知小 学校教育課

10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

13:00～ 4カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

13:15～ BCG予防接種 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

13:30～
16:00 総合相談（登記相談） 市 101会議室 総合窓口課

13:30～
16:00 総合相談（行政相談） 市市民相談室 総合窓口課

13:30～
16:00 総合相談（心配ごと相談、人権相談） 市 203会議室 総合窓口課

❷⓪ ㈭ 13:30～ 多重債務等無料法律相談 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

14:00～ 市議会・定例会本会議
（委員長報告・採決など・閉会） 市議会議場 議会事務局

❷❸ ㈰ 14:00～
15:00 おはなし会（語り） コスモアイル羽咋 図書館

❷❹ ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

❷❼ ㈭ 10:15～
11:15 リズムダンス教室（有料） 老人福祉センター 社会福祉協議会

❸⓪ ㈰ 9:00 ～ 市民卓球大会 羽咋体育館 スポーツ推進室

羽咋市からの情報として、1市 3町の広報紙
に「羽咋ライオンズクラブ設立50周年記念“メ
ンバーズコレクション展”」を紹介しました。

宝達志水町

中能登町

志賀町
ちょっと一息！
おもてなしフェア
　のと里山海道無料化1周年記念！
　志賀の美味しいもの満載です♡
日時　４月13日㈰11時～
内容　海鮮鍋、てんと市、ステージ
ショー
場所　西山パーキングエリア
問　志賀町観光協会
　　（☎0767-32-1111）

「新　ひょうたんの美」展
　秋篠宮殿下を名誉総
裁とする「全日本愛瓢
会」の「石川県愛瓢会」
会員による作品展です。
日時　3月21日（金・祝）～30日㈰
　　　10:00～17:00（月曜休館）
場所　押水図書館（宝達志水町小川）
問　宝達志水町の芸術を愛する会（山
田）（☎080-3749-3663）

第 2 回芸能発表会
「故郷への感謝」

日時　3月16日㈰12:30～
場所　ラピア鹿島アイリスホール
内容　藤本流　唄・踊り・三味線
問　藤本流三味線弦遊会（能戸）
　　（☎0767-76-1173）

七尾市

　毎年、千里浜の夏を彩る砂の芸術“砂像”。
　砂像制作の担い手を育成し、千里浜砂像
を将来につなげるために、砂像制作の技術
やコツを伝える砂像制作講座を開催します。
　砂像に興味がある方、一緒に千里浜砂像
を盛り上げていただける方などぜひご参加
ください。

日時　3月23日㈰9:00～12:00
場所　千里浜海岸（千里浜レストハウス下）
受講料　無料
※道具は用意します。
　同時に、千里浜砂像を盛り上げていく砂像応援
団「砂像サポーター」も募集しています。
　砂像サポーターに登録いただき、講座を受講さ
れた方には、メンバー Tシャツを贈呈します。こ
ちらもご応募ください。

問　市商工観光課（☎ 22-1118）

能登和倉万葉の里マラソン 2014
　史上最多8,567人のランナー
が参加する県内最大のマラソン
大会に、沿道で応援しませんか。
牡蠣フェスティバルも同時開催！
日時　3月23日㈰10:00～
場所　和倉温泉など
能登和倉万葉の里マラソン 検索

問　能登和倉万葉の里マラソン大会組
織委員会事務局（☎0767-53-8436）

砂像制作講座 3月23日に開催
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広報はくいは、古紙配合率100%再生紙、植物油インクを使用し、有害な溶剤等を排出
しない「水なし印刷」と、針金や糊を使わず、加熱もしない製本技術「エコプレス」を
採用しています。羽咋市は、環境保全活動を積極的に推進しています。
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（金丸出町：個人所有）
市指定文化財　書跡

（昭和38年10月16日）

■2㌻～3㌻にかけて羽咋工業高校の美術デザイ
ン部の生徒たちが羽咋駅の壁に壁画を制作したこ
とを特集しました。駅を利用している方なら一度
は見たことがあると思いますが、2番ホームの2
カ所におもしろい画が描かれて利用者を楽しませ
ています■この企画を初めて生徒たちに説明した
ときは、みんな “描いてみたい” と意欲を見せる
と同時に寒い時期にしかも外での作業で戸惑いの
声も。予想通り現場は手がかじかむほどの寒さで
思うように作業が進まないこともありました。顧
問の先生が “この子たちならやってくれる” とい
う言葉どおり最後まできちんと描き上げる姿をそ
ばで見ていて感動しました。
� 広報広聴係　宮谷孝男

広報はくい　№ 741（平成 26 年／ 2014）3 月号
平成 26 年 3 月 1 日発行／月刊

発行者　石川県羽咋市（秘書室担当）
〒 925-8501�石川県羽咋市旭町ア 200 番地
� 電話�0767-22-0771　FAX�0767-22-8109
ホームページアドレス　http://www.city.hakui.ishikawa.jp
メールアドレス　post@city.hakui.lg.jp

縦約1㍍、横約2㍍の欅
けやき

製の大きな横書の額です。額の表には雄
健、筆太な筆致で「備

び

荒
こう

倉
そう

」と楷
かい

書
しょ

で書き、文字を白く塗り、輪
りん

郭
かく

を
削っています。額の裏面には「天保六(1835)年乙

きのとひつじ

未奉命　市
いち

河
かわ

三
さん

亥
がい

」と陰刻されています。備荒倉とは、非常用の米を備蓄する倉庫
で、この扁

へん

額
がく

は、大町備荒倉の正面に懸けられていたものです。
天保年間には、全国的な天候不順により農民が飢

き

餓
が

に追い込ま
れ、天保2（1831）年には、金沢で打ち壊しが起こりました。藩は、
この対策として、天保5（1834）年10月に蓄

ちく

米
まい

と称し、能登では大
町と宇

う

出
し

津
つ

に備荒倉を設置しました。
筆者の市河三亥は、江戸の人で、幕末三筆の一人として知られ、

12代加賀藩主前田斉
なり

広
なが

に招かれ、領内の書道振興に尽くしました。
　この扁額は、江戸末期の飢饉の教訓で生まれた穀物倉の存在を
示す重要な歴史資料であり、書の研究においても大切な資料です。

〈レシピの提供：羽咋市食生活改善推進協議会〉

羽咋のおもてなし料理のコー
ナーでは、簡単にできるわが家
自慢の料理を募集しています。
問い合わせ　市秘書室・広報広聴係

（☎22-0771）

豚肉薄切り…………… 200㌘�
れんこん……………… 中1節

（200㌘）
片栗粉…………………… 適宜�
ねぎ………………………30㌢
しょうが………………… 1片

<調味料>
しょうゆ…………… 大さじ1
みりん……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
水…………………… 大さじ1

<つけ合わせ・ソース>
焼き野菜、大根おろし、ゆずな
ど旬のものをお好みで。

豚肉とれんこんの
五重塔風ミルフィーユ

羽 咋 の お も て な し 料 理

材料（4人分）

①豚肉は食べやすいように切り、片栗粉を薄くつける。
②れんこんは薄切りにして水にさらした後、水気を切っておく。
③ねぎ・しょうがはみじん切りにして、調味料と混ぜ合わせる。
④耐熱皿にラップを敷いて、れんこん→豚肉→調味料の順に繰り返し重

ねて、全体をしっかり押さえ、ラップをキュッと包み、約15分蒸す。（レ
ンジでも可）

⑤蒸しあがったら、ラップを外して、皿に盛り付ける。

・羽咋市内では管池町などでれんこん畑が見られます。
・新鮮なれんこんを切ると糸がひくのは、粘り成分のムチンによるも
の。胃の粘膜を保護し、消化を助ける働きが期待できます。

・また、ビタミンＣが豊富で、みかんの 1.5 倍（100㌘あたり）も含
まれています。れんこんの主成分であるデンプンにビタミンＣが守
られているので、加熱しても失われにくいそうです。

作 り 方

れんこんのひとくちメモ


