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平成27年羽咋市成人式

大人の自覚を胸に、
新たな一歩を踏み出す

　１月11日、コスモアイル羽咋で羽咋市成人式が行われ、
新成人210人（該当者252人）が大人の自覚を胸に、新た
な一歩を踏み出しました。
　式典に先立ち行われた交歓会では、振り袖や紋付き袴、
スーツに身を包んだ新成人たちが、久しぶりに会う友人た
ちと写真を撮ったり、話に花を咲かせたりしながら再会を
喜んでいました。
　式典前、実行委員が撮影、編集した｢思い出ビデオショー」
が上映されました。中学時代の恩師からの祝福メッセージ
が上映されると ｢わぁー、懐かしい｣ などの歓声が起こり、
スクリーン越しの先生の話に聞き入っていました。

司会を務めた
芝田彩香さん(左)と北川由梨さん(右)

誓いの言葉を述べる
新井詩朗さん(左)と室塚志保さん(右)

成人式を盛り上げてくれた成人式実行委員会のメンバー
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　式典の後には、地区
ごとに記念撮影が行わ
れました。
　満面の笑みで撮影を
終えた新成人たちは、
再会の約束を交わし、
それぞれの道へ歩み始
めました。

和やかな雰囲気で記念撮影
する一ノ宮・上甘田地区の
新成人

～二十歳になったわたしの

北川　由梨さん(尾長町)
　二十歳の節目を迎え、今までお世
話になった方々に感謝の気持ちで
いっぱいです。春からは夢だったパ
ティシエールとして働きます。
社会の一員としての自覚を持ち、新
たな人生を悔いのないものにするた
め日々精進していきたいと思います。

新井　詩朗さん(兵庫町)
　生まれ育ったこの羽咋を離れ、4
月から県外の大学に進学します。
　何も知らない土地で生活すること
で自分の価値観を広げ、年齢だけで
なく内面的な意味でも大人になれる
ように努力していきたいです。

保志場菜奈さん(粟生町)
　私が生きた20年間は、両親をは
じめ多くの人に支えられ感謝してい
ます。
　成人を迎え、多くの権利が与えら
れたからこそ、より一層大人として
の自覚を持ち、支える立場となれる
ように精進していきたいです。

芝田　彩香さん(金丸出町)
　無事に成人式を迎えることができ
ました。これまでのたくさんの応援、
本当にありがとうございます。
　春から美容師として社会に出ます。
日々、感謝の気持ちを忘れず、自分
らしく頑張ります！

堀田　幸成さん(石野町)
　二十歳。子どもとしての区切りそ
して社会人となります。責任感など
を持ち、立派な「大人」に胸を張っ
てなれるようにしましょう。
　これまで育ててくれた家族に感謝
をし、成人式に臨みたいです。

大人の一歩を踏み
出した新成人。そ
こで今回､“二十
歳になったわたし
の夢と思い”と題
して実行委員会の
み な さ ん に 夢 を
語っていただきま
した。
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夢と思い～

金谷　渉平さん(千里浜町)
　二十歳になりました。今までお世
話になった方々に感謝しております。
　春からは県外の大学へ進学します。
これからの新生活から多くの経験を
積み、立派な大人を目指し頑張りま
す。

吉野　祐未さん(四町)
　成人式を迎え、大人の仲間入りを
します。成人を機に社会人としての
自覚を持ち、自分の言葉と行動に責
任を持てるようにしたいです。
　今までお世話になった多くの人に
感謝の気持ちを伝えたいと思います。

金井　武久さん(千里浜町)
　無事、二十歳を迎えることができ
ました。いよいよ大人の仲間入りで
す。
　これから新しいことに挑戦したい
と考えています。新たな一歩を踏み
出せるように頑張りたいです。

室塚　志保さん(御坊山町)
　無事に成人式を迎えることができ、
感謝すべき人はたくさんいるけど、
第一に、20年間育て支えてくれた
両親に感謝したいです。
　これからは成人としての責任と自
覚を持ち、今まで以上に何事にも取
り組んでいきたいです。

杉本　裕哉さん(千代町)
　数多くの人たちにお世話になりつ
つ、無事成人式を迎えることができ
ました。
　これからは成人としての自覚を持
ち、一つ一つ行動に責任を持って過
ごしていきたいです。

小谷磨那弥さん(千代町)
　いよいよ成人式を迎えました！
　４月からは栄養士としてたくさん
の人を笑顔にしたいです。そして、
今までお世話になった両親や周りの
人たちに恩返しができるように頑張
りたいです！

瑞穂小１期生がタイムカプセルを開封～それぞれの成長を感じ取る～
　成人式の前日(１月10日)、瑞穂小学校の１期生が
母校を訪れ、2007年の卒業時に埋めたタイムカプセ
ルを８年ぶりに開封しました。
　１期生33人のうち25人が集まり、グラウンド脇に
埋めたタイムカプセルを掘り起こしました。中からは、
二十歳の自分にあてた手紙や、家族が二十歳の子ども
にあてた手紙、当時大切にしていたものなど思い出の
品が出てきて、卒業生からは「懐かしい」などと歓声
が上がりました。思い出の品を手に取った卒業生は、
それぞれの成長を感じ取っていました。
　６年生の担任だった大西保さん(現：加賀市立三木
小学校校長)による懐かしの授業が行われ、「常に
チャレンジ精神で頑張ってほしい」と新成人に向けて
力強いエールを送りました。

思い出の詰まったタイムカプセルと一緒に記念撮影をする卒業生
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気多大社で鵜祭を開催
　12月16日午前３時、気多大社（寺家町）で、神の使
いとされる鵜の動きで来年の吉凶を占う“鵜祭”（国重
要無形民俗文化財）が行われました。
　今回は鵜を捕まえることができず、約80年ぶりに鵜
様不在で執り行われた2年前と同様に、祭典のみが行わ
れました。
　松尾孝夫宮司は「今年は鵜が捕獲できなかったことを
報告しました。そして来年は鵜が捕れますようにと祈願
しました。また、鵜捕部が一生懸命に努力したことに感
謝します」と述べました。

記念式典で一層の発展を誓う
　12月20日、邑知公民館で、邑知地区まちづくり推進
協議会の10周年記念式典が行われ、関係者が同協議会
の一層の発展を誓いました。
　山辺市長は「10周年おめでとうございます。さらなる邑
知の発展、文化の向上に期待します」と祝辞を述べました。
　同協議会は、ふるさと探訪、ふるさと環境、ふるさと
学習の３部会で構成され、それぞれの部会長が、健康ウ
オークやホタルの保護活動、邑知検定などこれまでの活
動を報告しました。

プロジェクションマッピング in 羽咋
　12月31日、パセオ通り商店街にあるインテリア林の建
物を使って「大晦日プロジェクションマッピング in羽咋」
が開催されました。これは、羽咋青年会議所が「羽咋郡
市の名所を世界中の人に紹介して、観光に訪れて好きに
なってほしい」という思いから企画されたイベントです。
　音楽に合わせて、インテリア林の２階の壁面に、千里
浜なぎさドライブウェイや妙成寺の五重塔などの映像が、
プロジェクターで色鮮やかに映し出されました。
　会場に集まった大勢の観客は、「きれい」「すごい」と
歓声を上げ、心躍る演出を楽しみました。

２年ぶりに鵜様不在

邑知地区まちづくり推進協議会が10周年

幻想的な光のショーを楽しむ

厳かな雰囲気で執り行われた祭典

各部会がこれまでの活動を報告

傘の花が咲く中、大勢の観客が心躍る演出を楽しみました
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富永地区で左義長を実施
　1月15日、高齢者向け住宅“みずほ”（深江町)で、富
永公民館と富永地区まちづくり推進協議会による左義長
が行われました。
　瑞穂小の児童や地区の住民ら240人が見守る中、無病
息災や書の上達を祈願する神事が執り行われた後、児童
の代表４人が左義長に点火しました。児童による書き初
めや、地区から集められたしめ飾りなどが積み上げられ、
竹のはじける音が響く中、天高く燃え上がりました。

羽咋すこやかセンターで、羽咋市消防出初式
　１月10日、市内５分団の消防団員や女性消防団員、
羽咋消防署ほか関係者約200人が参加し、羽咋市消防出
初式が、羽咋すこやかセンターで行われました。
　式では羽咋市消防団の松生喜代志団長が「団員一丸と
なって、地域住民の安全と安心のため、さらに努力して
いきたい」と訓示しました。
　会場を駐車場に移し、小雪が舞う中、ポンプ車など８
台で寒空に向けて威勢よく一斉放水し、地域を守る火消
し魂を胸に、無火災を願いました。

山辺市長に全国優勝を報告
　１月15日、羽咋小学校５年生の篠田裕之君（大川町）
が、第27回全日本小学生相撲優勝大会の優勝報告に市
役所を訪れました。
　篠田君は12月７日に東京の両国国技館で行われた第
27回全日本小学生相撲優勝大会の個人５年生の部で、
見事優勝し、小学生横綱に輝きました。
　山辺市長の祝福を受けた篠田君は「６年生では、わん
ぱく相撲大会と今回の大会で２冠を目指したい｣ と力強
く抱負を語りました。

無病息災と書の上達を願う

地域を守る火消し魂を胸に、無火災を願う

篠田裕之君、５年生の部で小学生横綱に

恐る恐る左義長に点火する児童

威勢よく一斉放水する団員たち

優勝トロフィーを手に山辺市長と記念撮影をする篠田君

妙成寺で、新春恒例の寒水荒行
　１月１日と２日、日蓮宗の北陸本山・妙成寺（滝谷町）
で新春恒例の寒水荒行が行われ、僧侶が全身に冷水を浴
びて身を清め、参拝者の平安を祈願しました。
　荒行は１日と２日にそれぞれ２回ずつ本堂前で行われ
ました。大勢の初詣客が見守る中、白い下帯姿の僧侶た
ちは水

すいぎょうかんもん

行肝文（お経）を唱えながら、桶に入った冷水を
頭上から何度もかぶり、平安を祈願しました。
　金沢市から参拝に訪れた男性は「良い年になりますよ
うに」と祈願しました。

冷水かぶり、平安を祈願

勢いよく冷水をかぶる下帯姿の僧侶
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　　　乳幼児健診
場所　羽咋すこやかセンター
受付日時
●４カ月児健診（平成26年10月生）
　２月24日㈫　13：00～13：45
●１歳６カ月児健診（平成25年７月生）
　２月 ３ 日㈫　12：45～13：45
●３歳児健診（平成23年９月生）
　２月 ４ 日㈬　12：45～13：45

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
　２月４日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「乳幼児期の発達と生活習慣について｣
　講師：金曽　衣里（保健師）

☆育児相談
　２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
　２月18日㈬
　午前10時30分～11時30分
☆お楽しみデー
　２月25日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：西北台保育所

子育てふれあい広場 
　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)
　　　　羽咋幼稚園（☎22-5318）
※こすもす保育園では月～金の上記時間中、子育て支援室や園庭を開放しています。

と　き 内　　容 ところ
２月２日㈪ 節分グッズを作っていっしょにあそぼう 邑知保育園

３日㈫ 保育園の豆まき会に参加しよう こすもす保育園
５日㈭ 新聞紙で遊ぼう！ 千里浜保育所
６日㈮ 絵本を楽しもう 白百合保育園
10日㈫ エプロンシアターを楽しもう！ こすもす保育園
12日㈭ ハッピーバレンタイン 千里浜保育所
13日㈮ ダンスをたのしもう 白百合保育園
13日㈮ 指先を使ってあそぼう とき保育園
16日㈪ 栄養士講座 邑知保育園
17日㈫ 雪だるま製作 こすもす保育園
18日㈬ ひな飾りを作ろう 西北台保育所
19日㈭ パネルシアター楽しいね　 千里浜保育所
　20日㈮ おひな様をつくろう 白百合保育園
24日㈫ 雛人形を作ろう　 こすもす保育園

大きくなったね！(身体計測)
26日㈭ おひな様を作ろう 千里浜保育所　
27日㈮ ひな人形を作ろう　 とき保育園

羽咋市立千里浜児童センター（☎22-6318) 
　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。

利用料
無料

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
２月★ ７日㈯　午後２時 おたのしみ会
　　　　　 節分豆まき   　 
　　　14日㈯　午後２時　 かんたんクッキング・バレンタインおやつ  10人　200円
　　　21日㈯　午後２時 おもしろ工作・ひなかざり  10人　100円
　　　21日㈯　午後３時 お茶クラブ　　講師：前田美穂子さん
　　　28日㈯　午後２時 大なわ大会

　　　28日㈯　午後1時30分 羽咋工業高校ものづくり教室　　12人　無料
（対象：小学校低学年）

★印の行事は保護者も参加できます。 ※クラブの参加者を募集しています。

こすもす保育園親子育児講座
２月10日㈫　午前10時～ 11時
「エプロンシアターを楽しもう」
講　師　藤田　千恵美さん
　　　　Sumi さん（羽咋ミュージッ

クファクトリー）
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新着図書案内

神坐す山の物語(浅田次郎)冬
を待つ城(安部龍太郎)コンと
アンジ(井鯉こま)池田屋乱刃
(伊東潤)鳳雛の夢(上田秀人)
狂信者(江上剛)ｉｆ(垣谷美雨)
化土記(北原亞以子)京都(黒
川創)死に支度(瀬戸内寂聴)
献灯使(多和田葉子)パスティ
ス(中島京子)僕は小説が書け
ない(中村航)認知の母にキッ
スされ(ねじめ正一)大原御幸
(林真理子)深海の人魚(森村誠
一)べんけい飛脚(山本一力)女
王(連城三紀彦)どこでもない
ところで(河野裕子)遙かな道

(津村節子)美しく生きるため
に(村岡花子)オストメイトビ
ジネスマン世界を駆ける(佐々
木豊)現代秀歌(永田和宏)親
鸞「四つの謎」を解く(梅原猛)
チャイナ・セブン(遠藤誉)年収
300万円からのふるさと納税
(森永卓郎)現場論(遠藤功)人
気弁護士が教えるネットトラ
ブル相談室(中島茂)社会不満
足(乙武洋匡)

オリンポスの神々と７人の英
雄４(リック・リオーダン)読書マ
ラソン、チャンピオンはだれ？
(クラウディア・ミルズ)まほろ
姫とブッキラ山の大テング(な
かがわちひろ)あしたあさって
しあさって(もりやまみやこ)こ
ぶたのぶーぷ(西内ミナミ)家
庭科室の日曜日(村上しいこ)

モンゴルのことばとなぜなぜ
話(塩谷茂樹)アラビアン・ナイ
トのおはなし(中川正文)マララ
さんこんにちは(ローズマリー・
マカーニー)メリーさんのひ
つじ(ウィル・モーゼス)ゆうぐ
れ(ユリ・シュルヴィッツ)ぼく
はきみできみはぼく(ルース・
クラウス)ムーン・ジャンパー
(ジャニス・メイ・ユードリー)ボ
クはじっとできない(バーバ
ラ・エシャム)おさるのジョージ
ねむれないよる(Ｍ．レイ)こわ
くない(谷川俊太郎)かしわば
やしの夜(宮澤賢治)ぼくはう
ちゅうじん(中川ひろたか)ふゆ
のむしとり？!(はたこうしろう)

■開館時間
　午前８時45分～午後６時
■２月の休館日
　３日㈫ ・10日㈫ ・17日㈫～26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

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
男性の品格 たまご

「ときどきやる！安くて美味しいおかずレシピ」 「たまごのはなし」
　できる男は料理もうまい！最近は料理を作
る男性が増えています。安くておいしいおか
ずを作って食べよう。この本には、料理の基
礎知識、毎日のおかず、漬物、汁物の作り方
や手順が、イラスト付きで初心者にもわかり
やすく書かれている。

　生き物のはじまりは卵とされているが、卵
には色や形、大きさや手ざわりなどさまざま
なものがある。恐竜もまた卵から生まれ、世
界中で化石が発掘されている。この本には、
それぞれの生き物の知恵や不思議がいっぱい
詰まった卵の話が、カラフルなイラストでわ
かりやすく紹介されている。

一般向け 子ども・ティーン向け

特別休館のお知らせ
　2月17日㈫から26日㈭まで、蔵書点検と整理のた
めお休みします。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。

■わくわくおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　２月７日㈯ 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室
■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
日時　２月16日㈪午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室
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　2014年８月、衝撃的なレポートが発
表され、政府も中央省庁も大騒ぎになっ
た。そのレポートは、前総務省の増田
寛也氏の編集による「地方消滅」である。
それによると今から2040年までの間に
高齢化率は23％から36％までに上昇し、
逆に子どもを産める若年女性の数は、地
域によって差はあるものの、今を100と
すると50～60％までに減少するという。
この数値は国立社会保障・人口問題研究
所(以下略して社人研)の推計が正しいと
仮定しての話ではある。
　私は1952年（昭和27年)、今は羽咋市
柴垣町にあった、上甘田中学校を卒業し
たのだが、当時１クラスの平均生徒数は
40～50人もいた。また羽咋高校の生徒
も１学年400人越えという盛況であった。
その後60年余りで、羽咋市の人口も大
幅に減りつつある。
　これまで地方には戦後何回か危機が
あったものの、先人たちの知恵で何とか
しのいで来た。その一つは「ＵＦＯでの
まちづくり」であり、また千里浜の「な
ぎさドライブウェイ」であった。しかし

今回の危機は、日本全土を例外なしに覆
うものであるから、我々の世代（定年を
迎えた世代)が一致結束し、対応しなけ
ればならない。
　考え得るいくつかの対応策
　少し視野を広げて、能登半島全体を見
渡すといくつかの魅力的な財産がある。
神子原地区の米や農産物、宇宙科学博物
館（以上羽咋)、水族館、温泉、能登空港、
輪島塗、岩ガキなど。これらは北陸新幹
線の開業で若干の増加は期待できよう。
しかし外からの一時的な訪問客は財政的
にはたしかに一定の潤いをもたらしてく
れるだろうが、若年女性人口の増加には、
ほとんど期待が持てない。重要なことは、
若い女性が羽咋市内に留まって、結婚し
て、子どもを産んで、育てることの環境
整備である。それには、第６次産業とし
て、環境省も注目し始めた「香り産業」
がおすすめであると思う。
　第６次産業という名の由来は、第１次
（農・漁業)＋第２次（工・流通業)+第３
次（サービス業)＝第６次というわけであ
る。香りは木・草・花などから抽出され

る精油を原料としている。例えば、シト
ロネラというイネ科の植物は稲作が過酷
になった年寄り向きに作付けでき、とり
入れた草を蒸留し、化粧品、蚊帳、虫よ
け（デング熱対策)、せっけんなどを作る
工場は小規模ながら小きれいで衛生的な
製造現場は必ずや若い女性の興味をひく
に違いない。しかも香には老化効果を遅
らせ、若さを保つ作用（抗老輕齢効果)が
あるのでなおさらである。
　また生薬といわれている草花の栽培も
おもしろい。これは金沢大学の薬草園と
共同開発すれば良いだろう。シトロネ
ラも生薬も、現在私が籍を置いている高
雄医大（台湾）の薬学部にはその関係研
究者がいるので協力が期待できる。これ
を日本・台湾交流の一環として促えるな
らば能登空港も台湾からの直行便で活性
化し、台北の北投温泉に開設した加賀屋
の協力で、彼らの好きな水族館も活用す
れば観光と産業の両面作戦が可能となる。
これが第６次産業でまちおこしの由来で
ある。

香りで羽咋を元気に！地方にしのび寄る危機

台湾と東京に
出 掛 け ま し
た！

海外でのクリスマス

　冬休み中、クリスマスは台湾に、
年明けは東京に出掛けました。その
二つの場所で、素晴らしい時間を過
ごしました。台湾は美しく、豊かで
興味深い文化に満ちあふれたところ
でした。食べ物はとても安価で、格
別においしかったです。私は、世界
中の食べ物であふれているロンドン
出身ですが、何度、牛肉巻きと団子
を食べ逃したかわかりません。今ま
で東京を散策する機会がなかったの
で、靖国神社、明治神宮、浅草寺や
ジブリ美術館、森美術館を訪れるこ
とができ有意義でした。もしこの広
報を読んで興味を持ったら、ぜひ
行ってみてください。

Chrｉstmas Abroad

Over the winter holidays I went 
to  Taiwan  for Christmas  and 
Tokyo  for New Year's．  I had a 
great time in both places, Taiwan 
is beautiful, and  full of rich and 
interesting culture． Food there is 
very inexpensive, and is especially 
delicious! As I come from London, 
a city  that  is  full of  food  from 
all over  the world  I'd  forgotten 
how much I missed beef wraps 
and dumplings!  I've never had 
the  chance  to  explore  Tokyo 
before, and it was great to visit 
Yasukuni, Ｍeiji  and  Asakusa 
Shrine as well as exhibitions like 
the Ghibli Ｍuseum and the Ｍori 
Art Ｍuseum． I highly recommend 
travelling to both places  if  you 
get the chance!

吉
よしおか

岡　亨
とおる

さん(79歳）
（柴垣町出身、
  東京都世田谷区在住)

浅草寺
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　今回ご紹介するのは、毎週木曜
日に千里浜公民館で開かれる洋裁
教室で、先生をしている高村正枝
さんです。
　教室を訪れると、生徒の女性５
人が時折会話を弾ませながら一生
懸命に洋裁作りに励んでいました。
さらに生徒から「ここどうしたら
いいの」などと聞かれた高村さん
は、優しい声でアドバイスをして
いました。
　高村さんが洋裁を始めたのは、
羽咋洋裁学校に入学した時からで
す。その学校で３年間、洋裁の勉
強をして洋裁技術検定を取得しま
した。それからは、自宅で趣味と
して洋裁を行っていましたが、自
然と高村さんが、洋裁が上手とい
うことが広まり、近所や友達から
洋裁を教えてほしいと頼まれるこ
とがありました。そのときにあっ
たうれしかったエピソードを話し

てくれました。「大学卒業して保育
士になって習いに来た子がいまし
た。保育所でイベントごとにかわ
いい服が必要なので洋裁を教えて
ほしいということでした。彼女に
教えてしばらくして『洋裁がとて
も役立ちました』と言われたとき
は、とてもうれしかったです」と
笑顔で話してくれました。
　千里浜公民館の洋裁教室で先生
を始めたのは、平成25年1月か
らです。それまでの先生が都合で
続けることができなくなりました。
その先生から突然電話がかかり「洋
裁教室の先生をしてほしい」と言
われました。その時は何の前触れ
もなかったのでとてもびっくりし
ましたが、一度見学をさせてほし
いと伝えました。教室をのぞいて
みると、気を張らず、いい生徒さ
んたちだったのでやってみようと
決意しました。

　高村さんに洋裁の魅力を伺うと
「自分で好みのデザインに洋服を作
り上げること。さらに手作りなの
で心がこもり大事にします」とに
こやかに話してくれました。
　生徒さんに教室の様子を伺うと
「先生の教え方が上手なので洋裁が
一番の趣味になりました。毎回み
んなの顔を見るのが楽しみです」
と話してくれました。
　高村さんは「生徒さんの気持ち
に寄り添って、できるかぎりのお
手伝いをしています。そして『先
生いいものできたよ』と言われる
と、とてもうれしいです」と教室
での楽しみを語ってくれました。
　「教室を長く続けていくこと。み
んなで和やかに雑談しながら楽し
んでいきたい」と抱負を話してく
れました。

みんなで和やかに楽しんでいきたい

普段の景色も違った視点で
新たなふじおかを再発見

千里浜公民館
洋裁教室

高
たかむら
村　正

まさ
枝
え
さん

（66歳・旭町）

　ららん藤岡花の交流館では12
月18日～ 24日に市民カメラマン
写真展が行われました。市民カメ
ラマン制度は市制施行60周年を
契機に、積極的な市民参加の推進
や市内の風景・イベント、人との
触れ合いなどを撮影し、後世に残
し伝えることなどを目的としたボ
ランティア活動です。平成25年
11月１日に委嘱された８人のカ
メラマンたちが、１年余りの間に
それぞれが感じた藤岡市を、すて
きな写真に収め展示をしました。

　カメラマンたちは同
じイベントや風景を
撮っても、違った写真

になるほど、それぞれこだわりを
持っており、会場には各人各様の
写真が飾られました。また趣味の
一環でやっているだけだという
カメラマンたちですが、
持っている技術は高く、
その完成度に驚かされ
ました。
　期間中は祝日も重な
り、写真展には600人
近くの人が訪れ、藤岡
の名所や何気ない風景、
イベントなどを収めた

写真に見入っていました。ある人
は「懐かしい場所も、違った視点
で見ると別の場所みたいだね！」
とカメラマンたちの写真を見て感
嘆の声を上げ、普段目にするのと
は違った藤岡の景色やまち並みを
堪能していました。

こんな場所もあるんだと写真を見て再発見
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税の申告、お忘れなく
２月16日（月）～３月16日（月）
　平成27年度 市県民税の申告受け付けを行います。申告の必要な
人は忘れずに申告をしてください。
　申告は、市民税・県民税だけでなく、国民健康保険税、介護保険
料の算定資料となるほか、福祉、年金、児童手当などの受給手続き
に必要な各種証明書を発行する時の資料となる重要な手続きです。
　申告書の提出期限は平成27年３月16日㈪です。期限間近になる
と窓口が大変混雑しますので、必要な書類は事前に準備して早めの
申告をお願いします。

問い合わせ
■七尾税務署
（☎0767-52-9336、9337）
■市税務課・住民税係
（☎22-7130）
■国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp）

【市県民税申告相談の日程と会場】

＜常設会場＞（土日を除く）
月　　日 時　　　　間 対象地区 申告相談会場

２月16日㈪
　～３月16日㈪

午前９時～11時30分
午後１時30分～４時30分 市内全地区 市役所203会議室

＜巡回会場＞
月　　日 時　　　　間 対象地区 申告相談会場

２月18日㈬ 午後１時30分～４時 神子原地区 神子原公民館

２月19日㈭ 午後１時30分～４時 千代町、垣内田町、四町、上江町、
千田町、円井町 円井町会館

２月20日㈮ 午後１時30分～４時 本江町、尾長町、志々見町、堀替新町、
菱分町 本江町会館

２月24日㈫ 午後１時30分～４時 飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬町、
白石町、福水町、中川町 飯山町会館

２月25日㈬ 午後１時30分～４時 粟ノ保地区 粟ノ保公民館
２月26日㈭ 午後１時30分～４時 鹿島路地区 鹿島路公民館
２月27日㈮ 午後１時30分～４時 越路野地区 越路野公民館

３月  ３日㈫
午前９時～11時30分 酒井町、四柳町、大町

余喜公民館
午後１時30分～４時 金丸出町、下曽祢町

３月  ４日㈬ 午後１時30分～４時 一ノ宮地区 一ノ宮公民館
３月  ５日㈭ 午後１時30分～４時 上甘田地区 上甘田公民館
３月  ６日㈮ 午後１時30分～４時 富永地区 富永公民館

※羽咋、千里浜地区の人は、常設会場（市役所203会議室）で申告相談を受け付けています。

＜夜間申告＞
月　　日 時　　　　間 対象地区 申告相談会場

３月  ５日㈭
３月  ６日㈮ 午後５時30分～７時30分 市内全地区 市役所203会議室

※金沢税務署では、閉庁日の平成27年２月22日㈰と３月1日㈰に申告相談を実施しています。
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　 市県民税

申告に必要なもの

所得税と復興特別所得税

■申告が必要な人
　平成27年１月１日現在、羽咋市に住んでいた人

で、平成26年１月から12月までの間に、次のよ
うな状況にあった人です。

①営業、農業、不動産、配当、雑所得、一時所得、
譲渡所得などの収入があった人

②給与所得者で、勤務先から羽咋市役所へ給与支払
報告書が提出されない人（パート・アルバイトを
含む）

③給与所得者で、２カ所以上から給与の支払いを受
けた人

④給与所得者で、給与以外の所得があった人
⑤年の中途で就職や退職した人で、年末調整をして

いない人
⑥障がい者、寡婦（夫）、未成年者の人で、前年の

所得が125万円以下の人
　（申告していただくことで非課税となります） 
⑦国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険な

どに加入している人やその世帯主
　（申告が無いと、保険料の算定や軽減措置の判定

などができません）

（領収書・証明書は平成26年中のもの）
①申告書（申告用紙と申告の手引きは、市役所②番

窓口と公民館にあります）
②印鑑（認印）
③収入金額や経費のわかるもの
　・給与所得者や年金受給者・・・源泉徴収票、給

与支払明細書など 
　・事業、不動産所得者・・・収入金額と必要経費

のわかる帳簿、領収書、収支内訳書 
　・農業所得者・・・収入金額と必要経費のわかる

帳簿や出荷証明書、収支内訳書

■確定申告が必要な人
　①事業をしている人、不動産収入のある人、土地

や建物などを売った人などで、平成26年中の
所得金額が基礎控除、扶養控除などの所得控除
の合計額を超える人

　②給与所得者で年収が2,000万円を超える人

⑧羽咋市外の人の扶養親族になっている人
⑨平成26年中に所得がなく、誰の扶養にもなって

いない人
⑩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
⑪収入が公的年金のみの人でも、社会保険料控除、

生命保険料控除、医療費控除、障がい者、寡婦（夫）
などの所得控除を受ける人

※次の人は、所得税の確定申告をする必要はありま
せんが、市県民税の申告をする必要があります。
　●給与所得者で、給与所得以外の所得金額が20

万円以下の人 
　●公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、

公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人
■申告をしなくてもいい人
①所得税の確定申告をした人
②１カ所からの給与所得で、ほかに所得がなく勤務

先から給与支払報告書が提出される人
③公的年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険

料控除などの所得控除を受けない人
④平成26年中に所得がなく、同一世帯の人の税制

上の扶養親族になっている人

④各種所得控除を証明できるもの
　・社会保険料（国民年金保険料控除証明書、国民

健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険
料、社保任意継続保険、農業者年金など）の領
収書や証明書など支払金額のわかる書類

　・生命保険料、地震保険料（平成18年末までに
契約した長期損害保険料を含む）の控除証明書

　・医療費の領収書と保険金などで補てんされる金
額がわかるもの、雑損額を証明できる書類

　・障害者控除対象者認定書、障害者手帳など証明
できる書類

※所得税の還付申告をされる人は、還付金振込先の
口座番号などがわかるもの（本人名義）

　③給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が
20万円を超える人

　④２カ所以上から給与を受けている人
　⑤還付を受けるために確定申告をする人
　例）給与所得者で雑損控除、医療費控除、住宅取

得控除などを受けることができる人

※七尾税務署の申告相談会場は、２月２日㈪に開設されます。(受付時間は午前９時～午後４時)
※還付申告などの簡易なものについては、市役所でも申告相談を受けることができます。
※確定申告に必要な用紙は市税務課にも置いています。

復興特別所得税の記載をお忘れなく

【申告と納税の期限】　所得税と復興特別所得税：３月16日㈪、消費税と地方消費税：３月31日㈫
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問い合わせ　認定の申請・判定について　　市健康福祉課・介護高齢者係（☎22-5314）
　　税の控除・申告相談について　市税務課・住民税係（☎22-7130）

障害者控除対象者認定書
　身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持たない人でも、所得税や市県民税の申告において「障害者
控除対象者認定書」により、本人か扶養者が障害者控除や特別障害者控除を受けることができます。
　対象は介護認定を受けている65歳以上の人で、身体の障がいや認知症の状態が、障がい者に準ずる程度
の人や常に寝たきりの状態にある人です。( 対象者の目安は下記の表をご覧ください )
　平成26年12月31日現在で、介護認定を受けている人で、障害者控除の対象となる人へ「認定書」を送付
します。なお、すでに身体障害者手帳などで税控除を受けている人は、該当になりません。

【認定区分と身体状況の目安】

対象者へ直接送付します

区　　分 日常生活自立度判定基準※

障害者控除認定 身体障害者（３級～６級）に準ずるもの
知的障害者（中度・軽度）に準ずるもの

寝たきり度＝Aランク 
認知症の度合い＝Ⅱランク

特別障害者控除認定 身体障害者（１級・２級）に準ずるもの 
知的障害者（重度）に準ずるもの

寝たきり度＝B、Cランク 
認知症の度合い＝Ⅲ、Ⅳ、Mランク

　 認知症について学びませんか

問い合わせ・申込み　市地域包括支援センター（☎22-0202）

■日　時　２月17日㈫　午後１時30分～３時
■場　所　羽咋市役所４階　401会議室
■内　容　認知症の正しい理解と接し方について
■対　象　どなたでも受講可能です
　　　　　※事前申し込みが必要です
■申込締切　２月13日㈮

　　『認知症サポーター養成講座』を開催します

　認知症サポーター養成講座を受講された人を対象に、ステップアッ
プ講座を開催します。模擬体験を通して、認知症の人への接し方を学
んでみませんか？

■日　時　２月27日㈮　午後１時30分～３時30分
■場　所　コスモアイル羽咋　研修室
■内　容　認知症の人への接し方ポイント説明、接し方の模擬体験
■対　象　過去に認知症サポーター養成講座を受講された人
■定　員　20人程度
　　　　　※事前申し込みが必要です
■申込締切　２月25日㈬

　　『認知症の方への接し方実践講座』を開催します

～認知症サポーターとは？～
　認知症について正しい知識を持った、認知
症の人やその家族の「応援者」です。
羽咋市の認知症サポーター数　2,339人
羽咋市総人口の10.23％（全国平均　3.96％）

（H26.12. １現在）

※要介護認定者で、主治医意見書に記載されている「日常生活における自立度」
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国民年金保険料

障害者相談員

問い合わせ・申込み　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

問い合わせ　市健康福祉課・援護係（☎22-3939)(FAX22-1048）

■早割にすると月々 50円割引！
　通常の口座振替の振替日は翌月末日ですが、申し
出により、早割（当月末振替）にすると、１カ月あ
たり50円割引されます。
①  早割（当月末振替） → 50円割引
　 　例）4月の保険料を4月末に振り替え
②  通常（翌月末振替） → 割引なし
　 　例）4月の保険料を5月末に振り替え
※月末が休日の場合、翌営業日が引落日となります。
＜注意＞一部免除（4分の1、半額、4分の3）の承
認を受けている人は、早割・前納での口座振替をご
利用できません。

≪羽咋市身体障害者相談員≫
　■聴覚障がいの相談員
　　疋津 清美さん
　　　羽咋市旭町 （Fax22-6380)
　　　ろう者だけでなく、聞こえない人全般（中途

失聴者）の悩みや相談を受けます。

　■内部疾患の相談員
　　岡山 学さん
　　　羽咋市大川町（☎22-6575）
　　　見た目ではわからない内部の悩みがよくわか

る人。
　　　バリアフリー情報にも詳しいです。

納付は｢便利｣で｢お得｣な“口座振替”をご利用ください

悩みを聴き、一緒に解決の糸口を見つけます

■前納するとさらにお得！
　口座振替で、その年の６カ月分、１年分、２年分
の保険料をまとめて納めると、納付書（現金）で前
納するより割引額が多く、大変お得です。

【申込期限】
・６カ月前納上期(４月～９月分)､１年前納､２年前納
　→ ２月末まで
・6カ月前納下期（10月～翌年３月分）
　→ ８月末まで
■手続きに必要なもの
　年金手帳、金融機関の預貯金通帳、通帳の届出印

口座振替が開始されるまで、お申し込み後２カ月程度かかります。
日本年金機構年金事務所への事前登録が必要となりますので、早めにお申し込みください。

　市では、障がいのある人の福祉の増進を図るため、身体・知的障がいのある人や保護者の相談に応じ、必
要な助言・指導を行うため、次の人々に市から障害者相談員を委嘱しています。
　地域で生活している障がいのある人や家族からの相談、各種の福祉制度やサービスを受けたいなどの相談
に応じます。気軽にご相談ください。

≪羽咋市知的障害者相談員≫
　宮崎 礼子さん
　　羽咋市垣内田町 （☎26-0668）

　張田 千恵子さん
　　羽咋市千里浜町 （☎22-4854）

　■視覚障がいの相談員
　　後石原 シノブさん
　　　羽咋市旭町（☎22-5416）
　　　人生の途中で目が不自由になった人の気持ち

がよ～くわかる人

　■肢体不自由の相談員
　　小牧 明美さん
　　　羽咋市兵庫町 （☎22-4844）
　　丸田 美野子さん
　　　羽咋市千里浜町（☎22-0095）
　　　明るく前向きな行動派。自分の経験を生かし

さまざまな相談に応じます。

　私たちは相談というより、あなたの悩みを聴き、
一緒に解決の糸口を見つけます。
※守秘義務は絶対に守ります。
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　 羽咋市臨時職員募集

２　勤務条件など
　勤務時間は週38時間45分の範囲内で勤務。勤務
時間、休日などについては各勤務場所において別に
指定します。⑨⑩の職種については１日５時間程度
の勤務（パート）になります。
　交通費を支給するほか、有給休暇や社会保険制度

（一部の職種を除く）があります。
３　選考手順
　２月下旬に採用試験を実施予定（書類選考のうえ、
受験者には別途案内）
４　採用予定　　　　　５　雇用期間
　 平成27年４月            　 １年（６カ月更新）
６　受付期間
　 ２月２日㈪～ 13日㈮（土日・祝日を除く、午前
８時30分～午後５時15分）

７　申込用紙
　市総務課（市役所３階）、または市総合窓口課（市
役所１階）で、「平成27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。
８　添付書類
　資格が必要な職種に応募する場合は、資格証明書
の写しを添付してください。
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
　　※学校用務員や学校支援員、学校図書館事務員

の問い合わせは、市学校教育課（☎0767-22-
7131）

市では、下記のとおり、臨時職員を募集します。

１　募集職種と人員
職　　　　　種 人員 応募資格・職務内容 賃金（予定）

①介護認定調査員

若干人

介護支援専門員か看護師資格を有する人 日額　8,060円
介護福祉士資格を有する人 日額　7,750円

②介護支援専門員 介護支援専門員資格を有する人 日額　8,060円
③保健師 保健師資格を有する人 日額　8,060円
④社会福祉士 社会福祉士資格を有する人 日額　7,750円
⑤保育士 保育士資格を有する人 日額　6,510円

⑥一般事務補助 ＰＣ(表計算、ワープロなど)を利用した事務ができ
る人 日額　5,890円

⑦一般事務補助
　（身障手帳保有者）

身体障害者手帳をお持ちの人で、ＰＣ（表計算、
ワープロなど）を利用した事務ができる人 日額　5,890円

⑧学校用務員 学校内外の整備、給食準備の補助など 日額　5,890円

⑨学校支援員 小中学校で支援を必要とする児童・生徒の学習活動
などにおける支援 時給　　900円

⑩学校図書館事務員 学校図書館図書の貸し出しや整備など 時給　　750円

　 環境審議会

問い合わせ　市環境安全課（☎22-7137）

　公害問題やごみ問題などについて市へ提言していただく環境審議会の委員を公募します。

■募集人数　２人（委員総数12人）
■応募資格　羽咋市在住の人で、公害やごみなどの環境問題に関心のある人
■任　　期　平成27年４月１日から平成29年３月末まで（２年間）
■応募方法　住所・氏名・電話番号・応募の動機を記載した書面を提出してください ( 書式自由 )
■応募締切　３月10日㈫

委員を公募します
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　 公立羽咋病院臨時職員募集

２　勤務条件など
　勤務時間は週38時間45分の範囲内で勤務。原則
午前８時30分～午後５時15分。（ただし、所属によっ
ては早出・遅出勤務、休日勤務があります。）
　パートについては、指定する時間とします。
　通勤手当の支給や年次有給休暇、社会保険制度が
あります。
３　選考手順
　２月下旬に、公立羽咋病院で採用試験を実施予定
　（受験者には別途案内）
４　採用予定                ５　雇用期間
　 平成27年４月１日     　　 １年（６カ月更新）

６　受付期間
　２月２日㈪～ 13日㈮必着（郵送の場合、封筒の
表に「臨時職員受験申込書」と朱書きしてください）
７　必要書類
　履歴書（市販のもの）、写真（６カ月以内に撮っ
た写真を履歴書に貼付）
　有資格者の人は、免許証の写しを添付してくださ
い。
問い合わせ・申込み　
　〒925－8502　羽咋市的場町松崎24番地
　公立羽咋病院総務課　職員係（☎22－1220）

公立羽咋病院では、下記のとおり、臨時職員を募集します。

１　募集職種と人員

職　　　　　種 人員 応募資格・職務内容 賃金（平成26年度実績）
①薬剤師
（日勤とパート） 若干人 薬剤師免許を有する人 日額 14,400円

時間給 1,800円
②看護師
（日勤、パート夜勤専従など）

17人
程度 看護師免許を有する人 日額※1 8,240円

時間給※1 1,030円

③看護補助員
（日勤）
（早出・遅出勤務、休日勤務あり）

17人
程度

介助と看護業務補助
※ホームヘルパー2級以上などの
資格を有する人

月額※2 152,600円

時間給※2 984円
介助と看護業務補助
※その他の人

月額※2 138,400円
時間給※2 892円

④臨床検査技師
（日勤） 若干人 臨床検査技師免許を有する人 月額 167,000円

時間給 1,076円

⑤医師事務作業補助員
（日勤）

７人
程度

医師の指示のもとに行う事務補助
電子カルテの操作や書類作成、患
者の呼込みなど

日額 6,603円

時間給 852円
⑥薬剤師業務補助員
（日勤）

２人
程度 薬剤師業務補助や物品の運搬など 日額 6,603円

時間給 852円
⑦臨床検査科業務補助員
（日勤） 若干人 臨床検査業務補助や運搬など 日額 6,060円

時間給 782円
⑧事務補助員
（日勤）

３人
程度

書類作成・配布、物品管理などの
事務補助業務

日額 6,060円
時間給 782円

※１：経験年数により加算　　　※２：早出・遅出勤務、休日勤務について割増賃金あり

問い合わせ・提出先　羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課（☎22-6610）
　　　　　　　　　　　　　　　 〒925-8505　石川県羽咋市中央町ア185番地（羽咋消防署２階）

平成27・28年度競争入札参加資格審査申請書の受付
　羽咋郡市広域圏事務組合では、平成27・28年度競争入札参加資格審査申請の受け付けを行います。

受付期間　平成27年２月２日㈪～ 27日㈮
※詳しくは、羽咋郡市広域圏事務組合のホームぺージをご覧ください。
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　 学童保育

絵はがきコンテスト

問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

問い合わせ・応募　ＮＰＯ法人わくわくネット・はくい（☎22-9979）　　　　　
　　　　　　　　　　　　〒925-0027　羽咋市鶴多町亀田17番地　羽咋すこやかセンター３階

　あなたの大好きな羽咋の風景を絵はがきにしてみませんか。
　現在、冬の作品を募集しています。
テ ー マ　 季節を感じさせる羽咋の風景（祭、イベント、文化、歴史など）
サ イ ズ 　はがきサイズ100㍉×148.5㍉（写真・絵・イラストなど画材は自由）
応募資格　市内在住者、または市内に通勤、通学をする小学生以上の人
　　　　　なお、応募は個人・グループを問いません。
募集期間　第３回（冬）平成27年１月２日㈮～平成27年３月31日㈫必着
　　　　　第４回（春）平成27年４月１日㈬～平成27年６月30日㈫必着
応募方法　持参か郵送。応募枚数の制限はありません。
　　　　　別紙に郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、職業（学生の場合は学校名）、作品

について羽咋への思いを込めたコメントを明記して、添付してください。
表彰　特選１点（毎回）　賞状と副賞（ＵＦＯ商品券２万円）
　　　入選数点（毎回）　賞状と副賞（ＵＦＯ商品券２千円）
注意事項　・ 応募作品の返却はしません。
　　　　　・ オリジナルの未発表で、無修正の作品に限ります。
　　　　　・ 応募作品の著作権、あるいは版権は主催者に帰属します。

※詳しくは、ＮＰＯ法人わくわくネット・はくいのホームページをご覧ください。

利用者を募集しています

作品を募集しています

　学童保育は、働く親の子どもたちが、放課後や春・夏・冬休みなどの学校休業日に、安全で安心して過ご
せる『生活の場』です。各クラブで、新年度の入所申し込みを受け付けしています。
対　　象　小学校１年生～６年生
保育時間　○平日（月曜日～金曜日）＝放課後～午後７時
　　　　　○土曜日、長期休暇期間など＝午前８時～午後７時
休 業 日　日曜日や祝日、お盆、年末年始（12/29 ～１/ ３）
保 育 料　月額8,000円（８月分は10,000円）
　　　　　一時利用1,500円 / 日、夏休み期間利用（７、８月分 ) は18,000円
　　　　　※保育料には、おやつ代が含まれています。傷害保険料は、別途必要になります。
申し込み　各クラブへご連絡ください
　　○羽咋学童保育クラブ（☎22-0959)…羽咋小学校の児童が利用可能
　　○羽咋ゆりっこ児童クラブ（☎22-7835)…羽咋・粟ノ保・西北台小学校の児童が利用可能
　　○瑞穂学童保育クラブ（☎22-0833)…瑞穂小学校の児童が利用可能
　　○邑知学童保育クラブ（☎26-0134)…邑知・余喜小学校の児童が利用可能
　　※粟ノ保・西北台・余喜小学校の児童には、放課後、学童クラブ行きのタクシーが出ます。
　　　帰りの迎えは、保護者でお願いします。また、学校が休日（土曜日、夏休みなど）の場合は、保護者

の送迎となります。
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　 「羽咋駅東定住促進分譲地」販売中！

問い合わせ　市地域整備課・施設管理係（☎0767-22-1119）

　羽咋駅東地区において、住宅地を分譲しています。
【申込方法】
　地域整備課へお申し込みください。申込書は、同課
窓口にご用意しています。（ホームページからも取得
可）ご希望の方はパンフレットなども郵送いたします。

【分譲地概要】
■分譲区画数　９区画
■価格　663万円～ 674万円
　※住宅建築の際に、最大270万円の助成制度有り
　詳しくは下記へお問い合わせください。 羽咋駅から100㍍！

学校、病院が徒歩圏内！生活に便利な環境です！

　 栄養教室

問い合わせ・申込み　健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター１階）(☎22-1115）

　平成26年度の特定健診の結果、血圧が高い人は４割を超えていました。
　高血圧症や生活習慣病、メタボリックシンドローム、さらには脳卒中、心筋梗塞、腎臓病、要介護状態、
認知症は、塩分の摂り過ぎが大きく関与しています。これらを予防するためには、まず減塩対策が必要です。
　栄養教室では、日々の食事を減塩にするポイントや、食品に含まれる食塩量など、生活改善のヒントをお
伝えします。参加者には、家庭でも活用できるようにテキストをお渡しする予定です。
　また、“我が家の味噌汁”の塩分量を測りたい人は、塩分濃度を測定できますのでお持ちください。
日　時　２月20日㈮　午前10時～ 11時　受付は午前９時45分～
場　所　羽咋すこやかセンター２階　第１研修室
内　容　高血圧・生活習慣病予防の食事ポイント、塩分測定の体験
対象者　平成26年度に健診を受けた人
参加費　無料
持ち物　筆記用具、健診結果、我が家の味噌汁（塩分の測定希望者のみ）
締切り　２月18日㈬までにお申し込みください

生活習慣病予防は、減塩から！

　 羽咋市子ども・子育て支援事業計画(案)

問い合わせ・応募　市健康福祉課・子育て支援係（〒925-8501　羽咋市旭町ア200）　　
　　　　　　　　　　　　　　☎0767-22-1114、FAX0767-22-1048、E-Mail　post@city.hakui.lg.jp　　　

　市では、子ども・子育て新制度開始に伴い平成27年４月から５年間を計画とする「羽咋市子ども・子育
て支援事業計画」の策定に取り組んでいます。
　今回、羽咋市子ども・子育て会議の承認を得て計画（案）がまとまりましたので、広く市民の皆さまから
のご意見をいただきたく、次のとおりご意見（パブリックコメント）の募集を行います。
募集期間　１月28日㈬～２月13日㈮
閲覧場所　市健康福祉課子育て支援係（市役所１階10番窓口）、市ホームページ、市内保育所（園）、幼稚園、

認定こども園、はくい子育てサロン
応募方法　住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、直接持参いただくか、郵送、ＦＡＸ、メール（書式自由）

でご提示ください。市ホームページのパブリックコメントからも応募できます。

ご意見を募集(パブリックコメント)
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第１回峨山道トレイルラン

プラス10教室

問い合わせ　市スポーツ推進室（☎0767-22-7156）

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１階）(☎22-1115)

　全国に１万５千余りの寺院と800万人の檀信徒を有する曹洞宗の礎を築いた峨山禅師。禅師が羽咋市・永
光寺と輪島市・總持寺祖院の住職を兼任した際、永光寺で朝の読経を終え、總持寺まで駆け抜けたと伝わる

「峨山道」。
　その禅師の足跡をたどる「第１回峨山道トレイルラン」が、650回大遠忌
に合わせて今年開催されます。
　歴史古道を駆け抜け、世界農業遺産・能登の里山の春風を感じながら、
全行程73㌔㍍を縦走してみませんか。
　下記要領で参加者を募集しています。
■日　　時　５月17日㈰　午前６時スタート
■コ ー ス　洞谷山永光寺（羽咋市）～大本山總持寺祖院（輪島市）の73㌔㍍
■参 加 費　10,000円（学生割引：受付時に2,000円の QUO カード進呈）
■申込方法　インターネット予約のみ
　　　　　　（RUNNET・スポーツエントリー・JTB スポーツステーション）
■主　　催　 峨山道トレイルラン実行委員会（羽咋市・輪島市共催）
■大会ホームページ　http://gasando.info/　　※ただ今、ボランティアスタッフを募集しています

　運動は苦手だけど健康のために体を動かしたい！暖かくなる季節に向けて何か運動を始めてみたい！と思っ
ている人はいませんか？今より10分多く体を動かし、いきいきとした健康生活を過ごしましょう。（要予約）
■日　時　３月19日㈭　午前10時～ 11時30分
■場　所　羽咋すこやかセンター　３階ホール
■講　師　宮西好子氏（健康運動指導士）
■内　容　日常生活の中で行える運動や体操など
■対　象　市民ならどなたでも
■持ち物　水分、タオル、マット（持っている人）　
※運動しやすい服装と運動靴でお越しください。
■締切り　 ３月17日㈫　　　　■参加費　無料

参加者を募集しています

10分多く体を動かし、いきいきとした健康生活を

　 ２月のまんまクラブ～離乳食教室～

問い合わせ・申込み　健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター１階）(☎22-1115）

日　時　２月19日㈭　午後２時～３時　※受付は午後１時45分～
場　所　羽咋すこやかセンター２階　調理室
内　容　旬の食材を使った離乳食のクッキング１品程度、
　　　　食べさせ方の練習、栄養相談など
対　象　 7 ～８カ月児の保護者、家族の人
持ち物　エプロン、三角巾、タオル、水分、筆記用具
締切り　２月17日㈫　　参加料　無料　　※要予約
※お子さん連れの場合は育児の必要品もお持ちください
※お子さんの保育が必要な人は予約時にお伝えください。
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　 市窓口サービスのアンケート集計結果 問い合わせ　
市総合窓口課・市民窓口係（☎22-5940）

　昨年11月に、市役所１階窓口（総合窓口課・健康福祉課・税務課）で用件を済まされたお客様に、窓口サー
ビスのアンケートをお願いしました。昨年より32人多い152人の方々にご協力いただいた結果をお知らせ
します。
　アンケートでは、あいさつ、身だしなみ、言葉遣い、態度、説明、所要時間の６項目について５段階※で
採点していただきました。
　その結果、全体評価の全項目の平均点が、昨年に引き続き、４点（満足）を上回る高い評価をいただきま
したが、あいさつ以外は昨年より若干低い評価となりました。
　こうした結果を真摯に受け止め、改善に向けて努力するとともに、これからも笑顔と誠実な対応を常に心
掛け、どなたにも満足していただけるサービスを提供してまいります。

各部署別評価一覧表（※５点満点：大変満足５点、満足４点、普通３点、不満２点、大変不満１点）

回答数 あいさつ 身だしなみ 言葉遣い 態度 説明 所要時間 備考
総合窓口課 122人 4.32点 4.30点 4.35点 4.34点 4.39点 4.26点

男63人
女89人

健康福祉課 19人 4.47点 4.00点 4.11点 4.16点 4.16点 4.00点
税務課 11人 4.00点 4.09点 4.18点 4.27点 4.09点 3.91点

全体評価 152人 4.32点 4.24点 4.31点 4.32点 4.34点 4.20点
H25評価 120人 4.29点 4.26点 4.37点 4.38点 4.38点 4.27点

　以上の集計結果、いただいたご意見とそれに対する回答は、３月31日まで市役所１階市民談話室内に掲
示します。

窓口業務を平日午後６時30分まで延長しています！
◎ 取扱業務（身分を証明するもの、例えば運転免許証などを提示してください）

項目 申請者又は要件 窓口番号
① 住民票の写しの交付 同一世帯員以外は委任状が必要

⑦番窓口
市民窓口係

（☎22－5940）

② 印鑑登録証明書の交付 印鑑登録証（カード）が必要

③ 戸籍謄・抄本の交付 本人か同一戸籍内の人｡またはその配偶者、
父母、祖父母、子、孫など直系の親族

④ 所得・納税・課税証明書などの交付 同一世帯員以外は委任状が必要
⑤ 児童手当、子ども医療費申請受付
⑥ 高額医療費の申請受付

④～⑤番窓口
国保年金医療係
（☎22－7194）

⑦ 国民年金・国民健康保険の加入脱退手続き
（加入脱退を証明するものをお持ちください）

⑧ 後期高齢者医療制度関係の申請受付

【注意】窓口延長時間に来庁されても、他の市町村や関係機関などに確認・連絡が必要な場合は、相手先の
都合で対応できない場合もありますので、ご了承ください。

　住民票の写しは、平日の午後５時15分までに連絡していただければ、午後６時30分以降や土曜日・日曜日・
休日に当直室で受け取ることができます。

◎ 郵便局での証明書交付(邑知・金丸郵便局で平日の午前９時から午後４時まで)

住民票の写し 本人と同じ世帯の家族に交付
運転免許証や健康保険証など、本人
確認ができるものをお持ちください印鑑登録証明書 本人のみ交付　※印鑑登録証(カード)が必要

納税証明書 本人のみ交付
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　 市民健診
　特定健診の受診率は少しずつですが上昇し、昨年の受診率44.4％を上回る45.0％が見込まれます。予約制
を廃止したことと、受診料金が無料になったことが多くの人に受診いただいた要因と思われます。
　また、社会保険の人も一部の保険者から各家庭に受診券が郵送されるため、受けやすい状況になったと思い
ます。

受診状況をお知らせします

■生活習慣病予防の健診

健診の種類 受診者数
39歳以下の健診 69人（　 82人）
40～74歳
(特定健診)

国保 2,171人（2,083人）
社保など 168人（　130人）

後期高齢者健診 888人（　946人）

(　)内は、H25年度受診者数

■その他の検診
　今年度40 ～ 74歳の人に「がん検診受診券」
を発行しました。個別にご案内したことで肺
がん検診、胃バリウム検査の新規受診者が増
えたと思われます。
　また、受診券をお持ちいただくことで、受
診券に印字されている“バーコード”を活用
し、迅速かつ正確に受付手続きができました。
問診票の記載箇所が少なくなり、受診者に
とっても利点があったと思います。
　来年度も「がん検診受診券」を発行する予
定ですので、必ず受診当日お持ちください。

検診の種類 受診者数
肺がん（結核）検診 1340人（1,287人）
胃バリウム検査 544人（  478人）
ペプシノゲン検査 250人（  323人）
大腸がん検診※ 1,352人（1,469人）
前立腺がん検診 105人（  135人）
肝炎ウイルス検診 150人（  172人）
子宮がん検診※ 687人（  554人）
乳がん検診※ 721人（  638人）

＊印は11月末の受診者

■平成25年度のがん発見者数
　平成25年度のがん検診受診者の中から、　胃がん２人、大腸がん７人、前立腺がん１人、肺がん２人、乳が
ん１人、計13人のがんが発見されました。
　早期に発見できれば、高度な治療は必要なく、また治療にかかる費用も少なく済みます。
　ご自分の身体への負担と経済的負担を少なくするためにも、年に１回の検診を受けて早期発見に努めましょ
う。

　１つのがんの細胞が、１㌢になる
のに、約15年かかります。ところ
が、１㌢から２㌢になるのに２年も
かかりません。
　１㌢以下のがんは発見が難しく、
１㌢から２㌢の間に発見されるのが
早期のがんです。
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特定健診（40～74歳国保加入者）受診者数の推移
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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１階）(☎22-1115)

広告主を募集します
　４月に全世帯配布に向けて、健診案内冊子の広告主を募集します。皆さんの会社やお店を宣伝する良い機会
です。
掲載場所 健診案内冊子の一部箇所、（全世帯、健診協力医療機関へ配布）
規格・枠数 １枠　縦６㌢×横12㌢　　全２枠
掲載料 １枠　　15,420円
募集期間 平成27年２月２日㈪～２月27日㈮（土日・祝日は除きます）
掲載開始 平成27年４月下旬～５月上旬に全戸配布（約8,500世帯）

その他

①詳細は市ホームページをご覧ください
②２枠以上の申し込みがあった場合は、抽選で決定します
③広告の原稿は各自で作成していただきます
④広告掲載料は、前納していただきます

風しん抗体検査 ～妊娠を希望する女性、その配偶者は受けましょう～

　初期の女性が風しんにかかると生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓などに障がいが生じる可能性がありま
す（先天性風しん症候群）。妊娠、出産を考えている女性は特に、事前の風しんの予防が必要です。
　石川県内に居住する以下に該当する人は、「風しん抗体価検査」が無料で受けられます。
　　①妊娠を希望する女性
　　②妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者
　　③風しん抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者
　ただし、過去に検査を受けたことのある人や風しんの予防接種歴、既往歴のある人は除きます。

　検査が実施できる医療機関は石川県医師会ホームページ（http://www.ishikawa.med.or.jp/rubella/）　
から検索してください。予約が必要な医療機関もありますので、事前に電話をしてから検査を受けに行くよう
にしましょう。
　検査により風しんの抗体価が低いと判断された人は、予防接種を受けましょう。予防接種は、検査を受けた
医療機関で実施できます。なお、風しんの予防接種費用の一部は羽咋市の助成を受けることができます。 
　検査の実施期間は平成27年３月31日までです。風しんは春先から初夏にかけて流行しますので、なるべく
早めに検査を受け、必要な人は予防接種を受けましょう。

ノロウイルスの感染予防対策

　冬場に発生する感染性胃腸炎のうち、集団発生例の多くはノロウイルスによるものと推測されています。ノ
ロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒の予防、感染の拡大を防ぎましょう。
　①手洗い・・・日頃から、調理や食事の前後、トイレの後には必ず手を洗いましょう。下痢などの汚物処理

やオムツ交換を行ったあともせっけんを使って丁寧に洗いましょう。
　②加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱します。
　③調理器具などは、洗剤で十分洗ったあと、塩素系漂白剤に浸すように拭きます。
　患者が発生した際の床などに飛び散った吐物やふん便を処理するときは、使い捨てのマスクや手袋、ガウン
などを着用し、汚物中のウイルスが飛び散らないよう、ペーパータオルなどで静かに拭き取り、ビニール袋に
密閉して破棄します。また、処理した後の床はすぐに塩素系漂白剤で拭きとり、十分に換気します。
　詳しくは厚生労働省ホームページ「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」をご覧ください。
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広　告　欄

　

　　　

いしかわ学校版環境ＩＳＯ

燃えるごみを減らそう ２大作戦！

問い合わせ　市環境安全課（☎22-7137）

問い合わせ　市環境安全課（☎22-7137）

　12月24日、県庁で谷本知事から羽咋中学校、羽咋小学校、瑞
穂小学校の３校が「いしかわ学校版環境ＩＳＯ認定証」の交付
を受けました。
　この事業は、いしかわ版環境ＩＳＯの指針に基づき、二酸化
炭素や廃棄物の削減、省エネ・節電など、児童や生徒、教職員
が協力して環境保全活動に取り組む学校を石川県が認定し、活
動を支援するものです。
　なお、邑知中学校は、平成20年度に認定されており、市内では、
４校が認定を受けたことになります。
　今後、環境保全活動の実践をとおして、環境にやさしい学校
づくりを強化していきます。

　下の図は、今年度に調査した燃えるごみの種類別の割合を表しています。
燃えるごみを減らすために、燃えるごみの大半を占める「生ごみ」と「紙・布類」に視点をあて、今すぐみな
さんに取り組んでもらいたい２つの作戦をご紹介します。

新たに３校が認定

認定書を手に谷本知事と記念撮影をする
羽咋中学校の目ケ谷直人校長

■燃えるごみ種類別の割合 作戦その１　～雑がみを分別しよう～
　紙箱や包装紙、はがき、封筒、メモ用紙などは、古紙の一種で
す。きちんと分別すれば、リサイクルできる立派な資源です。紙
の袋に入れるなど散らばらないようにして、資源ごみ（その他の紙）
に出しましょう。

作戦その2　～生ごみは水切りで減量しよう　ぎゅっとひとしぼり運動～
　生ごみの水分は、約80％。この水分を減らすことが生ごみ減量
のポイントで、家庭での「ぎゅっとひとしぼり」が重要です。
　市では、水切りのための水切りバケツや絞れる三角コーナー、
生ごみ堆肥化のための生ごみ処理機、コンポスト容器、段ボール
コンポスト容器の購入助成を行っています。
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広　告　欄

木梨・長原法律事務所
〒920-0912  金沢市大手町７番34号

電話(076)222-2820  ＦＡＸ(076)222-2672
弁護士　木 梨 松 嗣
弁護士　長 原 　 悟
弁護士　米 田 弘 幸

　　　　

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
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

～振り込め詐欺に注意～

年金事務所職員を名乗る詐欺にご注意！
　全国各地で、「社会保険庁」や「社会保険事務所」あるいは「日本年金機構」「年金事務所」などの職員を
称して、現金を詐取したり、口座番号を聞くなど、不審な電話や訪問があった事例が報告されています。
　そのような場合に遭遇したら、その場で対応することなく、市役所または年金事務所へ確認してください。

【ケース１】 医療費の還付金手続き・給付金返還
　　　　　　「医療費の還付金があります」「医療費の給付金が戻るので手続きをするように」などと言われ

銀行名や口座番号を聞かれたり、近くのＡＴＭに行くように指示された。
　　　　　 　→日本年金機構が、電話で銀行名や口座番号を聞いたり、指示することはありません。

【ケース２】 年金の手続き代行
　　　　　　「年金の手続きが済んでいないので、代わりに手続きをしてあげる。手数料が必要」と言われた。
　　　　　　→日本年金機構は、手数料と称して現金をお預かりすることは行っていません（手続きに手数

料は無料）。代わりに手続きを行うこともありません。

問い合わせ　日本年金機構・七尾年金事務所（☎0767-53-6511)
　　　　　　市総合窓口課・国保年金医療係（☎0767-22-7194)

　振り込め詐欺がいっこうに後を絶ちません。振り込め詐欺にあわないために、家族で合い言葉を決めてお
くと、合い言葉がない場合には家族でないということがわかり、詐欺を見破ることができます。家族の絆で
振り込め詐欺を撃退しましょう。
　また、社債・未公開株・採掘権・外国通貨などに関する振り込め詐欺にも注意しましょう。

～振り込め詐欺の主な手口～
　「電話番号が変わった」と息子などのふりをする犯人はうその電話番号を伝えます。
　　　　　↓
　「女性を妊娠させた」「会社の金に手を出した」などと振り込みの依頼をするなどお金をだまし取ろうとします。

　このような電話があったら、必ず変更前の番号に電話して、本人であるかを確認してください。
　お金を要求する電話があったら、家族や羽咋警察署（☎22－0110）に相談しましょう。
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◦市役所の連絡先
（代表：0767-22-1111）

健康福祉課
・援護係　　　　22-3939　・介護高齢者係　　　　　22-5314
・子育て支援係　22-1114　・地域包括支援センター　22-0202

総合窓口課
・市民窓口係　　　22-5940（市民窓口・戸籍）
・国保年金医療係　22-7194
　　（国民年金・国民健康保険・後期医療）

日時　２月22日㈰
　　　開演13：30（開場13：00）
場所　羽咋すこやかセンター３階
入場料　無料
問　坂室英仁（☎090-3762-8942)

日時　３月７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　２月25日㈬～３月６日㈮
問・　　クリンクルはくい
　　　　（☎27-1153)

　
①「はじめての古文書講座」
　今まで古文書に触れたことのない
人向けの講座です。読み方の基本を
学びませんか。
　※昨年度と同じ内容です
日時　２月８日㈰・15日㈰・22日

㈰、10：00～11：30
場所　歴史民俗資料館・研修室
講師　西部 作氏
定員　20人
資料代　200円（全３回分）
②「やさしい古文書講座」
　羽咋に伝わる古文書を読み解いて
いきます。どなたでも気軽にご参加

羽咋アコースティックフェスティバル

日時　２月８日㈰
　　　開演13：30（開場12：30）
　　　終演予定16：00頃
場所　本多の森ホール(金沢市石引)
曲目　行進曲｢五月の風｣、妖怪ウォ
ッチコレクション、Let  It Go～あ
りのままで～など
入場料　無料
問　石川県警察本部広報室
　　(☎076-225-0110)

　「この世は生きるに値する」と若
い人たちに届けられるように、中高
年女性の活動について話し合います。
日時　２月８日㈰　13:30～15:30
場所　コスモアイル羽咋・小ホール
演題　｢手をとりあう女たち」
講師　常光　利惠さん（石川県各種

女性団体連絡協議会長）
対象　どなたでも（男性の参加もお

待ちしています）
参加費　無料
問　市生涯学習課（☎22-9331）

日時　２月14日㈯　14:00～
『空とぶニコ！！』（約81分）
場所　コスモアイル羽咋・小ホール
参加費　無料　　申込み　不要
問　羽咋市立図書館（☎22-9777)
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ください。
日時　３月１日㈰・８日㈰・15日

㈰、10：00～11：30
場所　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・　　歴史民俗資料館
　　　　（☎22-5998)

日時　３月７日㈯　13：00～
場所　七尾サンライフプラザ
　　　中ホール（七尾市本府中町)
対象者　①平成27年・28年卒業予
予定の大学生、大学院生、短大生、
高専生、専門学校生など、能登地域
で就職を考えている学生と既卒者
②高校１・２年生の見学参加も歓迎
参加費　無料
問　石川県商工労働部産業立地課
　　(☎076-225-1517)

　就職支援のプロフェッショナル
が、就職に関する個別相談など、一
人一人に合ったサービスや情報を提
供するほか、職業適性診断も行いま
す。(申し込みが必要です)

図書館の映画上映会
若者就労のための相談会

ジョブカフェ出張相談in羽咋

申

申
エコクッキング教室(第９回)

｢のと就職フェア」参加者募集

第24回石川県警察音楽隊
定期演奏会を開催

古文書講座を開催します

羽咋市女性学習会を開催
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税務課
・収納係　　22-1113
・資産税係　22-6901
・住民税係　22-7130

会計課　　　22-7165
企画財政課　22-7162
商工観光課　22-1118
環境安全課　22-7137

農林水産課　　22-1116
・農業委員会　22-1117

問・　　県危機対策課防災グループ
　　　　（☎076-225-1482）

　高校、大学などへの入学時・在学
中にかかる費用を対象とした公的な
融資制度です。
融資額　学生・生徒１人当たり350

万円以内
利率　年2.35％【固定金利、平成

26年10月１日現在（母子家
庭は年1.95％）】

返済期間　15年以内（交通遺児家
庭または母子家庭は18年以内）
使途　入学金、授業料、アパートや
マンションの敷金・家賃など
問　教育ローンコールセンター
　　（☎0570-008656）

　石川県の地域別最低賃金が、平成
26年10月５日から、時間額718円
に改正されています。
　また、石川県内の特定（産業別）
最低賃金（一定の業種について適用
される最低賃金）は、平成26年12
月31日から次のとおり改正されま
した。

問　石川労働局労働基準部賃金室
　　（☎076-265-4425）

もりの人のご家族
※要予約
問・　　能登中部保健福祉センター
　　　　（☎0767-53-2482）

　県では、地域における自主防災活
動の推進を図るため、防災分野の知
識・経験が豊富な人材を「防災活動
支援員」として登録し、地域へ紹介
する「防災人材バンク」を設置しま
した。
　地域防災活動を行うにあたって、
「何から始めればよいのかわからな
い」、「今の活動でよいのかアドバイ
スがほしい」といった場合にご活用
ください。（利用料無料）

【支援活動例】
　防災学習の講師、地域で実施する
防災訓練の助言など
　詳しくは、県のホームページをご
覧ください。
問・　　県危機対策課防災グループ
　　　　（☎076-225-1482）

　県では、過去の災害を風化させな
いために、災害経験者が「災害教訓
語り部」として、能登半島地震や手
取川水害などの自らの災害経験・教
訓を語る「災害教訓語り部出前講
座」を開始しました。
　語り部の貴重な災害体験・教訓を
ご活用ください！（利用料無料）
　詳しくは、県のホームページをご
覧ください。

対象　①就職や仕事の相談を希望す
る43歳未満の人、②再就職
を目指す女性

日時　２月19日㈭　14：00～17：00
場所　市役所1階101会議室
問　ジョブカフェ石川能登サテライト
　　（☎0767-53-7070）

　うつ病についての知識や理解を深
めるための家族教室を開催します。
日時　２月20日㈮　14:00～16:00
場所　能登中部保健福祉センター
　　　大会議室（七尾市本府中町)
内容
　講演　｢うつ病の理解と対応｣
　講師　関　奈緒子氏
　　　　（石川県高松病院精神科医)
対象者　うつ病と診断された人の家
族、うつ病と思われる人の家族など
参加費　無料　※要予約(当日も可)
問・　　能登中部保健福祉センター
健康推進課（☎0767-53-2482)

日時　３月11日㈬　14:00～16:30
場所　能登中部保健福祉センター
　　　大会議室(七尾市本府中町)
内容　14：00～15：00
　　　講義「ひきこもる子どもへの
　　　　　　関わり方について」
　　　講師　高賢一氏
　　　　　　（金沢星稜大学教授）
　　　15:00～16:30  
　　　　家族交流会
対象者　思春期～40歳代のひきこ
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申

申

申

石川県防災人材バンクを設置

災害教訓語り部出前講座

うつ病家族教室

ひきこもり家族教室

申

「国の教育ローン」のご案内

石川県内の最低賃金が改正

主要な適用業種 時間額
繊維工業 735円
機械器具製造業 836円
自動車製造業 836円
電気機械器具製造業 781円
百貨店、総合スーパー 790円
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◦市役所の連絡先 地域整備課
・施設管理係　22-1119　・企業経理係　　　22-7133
・都市計画係　22-9645　・上下水道建設係　22-7193
・道路建設係　22-9645　・上下水道管理係　22-7193

総務課　　　　　22-7161
秘書室　　　　　22-0771
監査委員事務局　22-7167
選挙管理委員会　22-7191

学校教育課　　　22-7131
生涯学習課　　　22-9331
スポーツ推進室　22-7156
文化財室　　　　22-7158

問・　　市商工観光課（☎22-1118）
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■人口　22,828人 ( ―24人 )
　□男性　10,786人 ( ―12人 )
　□女性　12,042人 ( ―12人 )
■世帯数　8,478世帯（ ―8世帯)
■異動
　□出生　　　   ７人　
　□死亡　　　  26人
　□転入など　  30人
　□転出など　  35人
＊平成27年１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２月分
譲ります

すべり台（室内用）、子犬用室内ケー
ジ

譲ってください
電動カート ( 三輪 )、かまど・せ
いろ一式、ジュニアシート、夏用
タイヤ・ホイール (195/65 R15)

申

東日本大震災義援金の寄託
寄託総額11,784,738円

(１月19日現在)
　多くの方々からご寄託いただき
深く感謝いたします

礒見篤介さんが社会教育功労者を受賞

千路老人クラブが知事表彰を受賞

～陶芸を通して、社会教育の振興に尽力～
　12月5日、能登大社焼窯元の礒見篤介さん（寺家町）が社会教育の振
興に尽力した功績が認められ、文部科学省の社会教育功労者を受賞しま
した。そして同月17日、受賞報告に市役所を訪れました。
　礒見さんは、24年間にわたり国立能登青少年交流の家で陶芸指導に
携わり、青少年の情操教育や健全育成に貢献しました。
　山辺市長は「おめでとうござ
います。ますますのご活躍を期
待しています」とお祝いと激励
の言葉を述べました。
　礒見さんは「焼き物を通して
子どもたちに自然、土の大切さ
を伝えたい」と抱負を話しまし
た。

～ふれあい花壇でまちづくりに貢献～
　地域貢献に功績のあった老人クラブに贈られる「がんばる老人クラブ」
に千路老人クラブが選ばれ、12月24日、知事表彰を受賞しました。同日、
同クラブの役員らが市役所を訪れ、山辺市長に受賞の喜びを報告しました。
　同クラブは、ＪＲ千路駅前に“ふれあい花壇”を作り、明るく住みよ
いまちづくりに努めた活動が認められ、表彰を受けました。
　山辺市長は「おめでとうございます。花壇を整備していただき感謝し
ています」とお祝いとお礼の言葉を述べました。千路老人クラブの幸正
敬一会長は「今後も羽咋
のイメージアップに頑
張っていきたい」と抱負
を語りました。

山辺市長と記念撮影をする礒見篤介さん(中央)

山辺市長と記念撮影をするクラブ員ら
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議会事務局　22-7160 コスモアイル羽咋　22-9888
図書館　　　　　　22-9777
羽咋体育館　　　　22-3312

ユーフォリア千里浜　　22-9000
公立羽咋病院　　　　　22-1220
羽咋市観光協会　　　　22-5333
シルバー人材センター　22-2700

健康福祉課健康推進係
(羽咋すこやかセンター)
　　　　　　　　22-1115
歴史民俗資料館　22-5998
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情報発信を強化し、交流人口の拡大を図る

市
民
文
芸

市
長
か
ら
の
手
紙

　新年早々(１月12日)、星稜高
校サッカー部(金沢市)が、昨年に
引き続き決勝に進み、初めての全
国制覇を成し遂げました。誠に明
るいビックなニュースで、石川県
民に“夢と希望”を与えてくれま
した。心から祝福を申し上げたい
と思います。
　いよいよ３月14日には新幹線
が金沢駅までやって来て、関東方
面と北陸方面の交流人口が飛躍的
に拡大すると期待されています。
　また、３月下旬から予定されて
いますＮＨＫの朝ドラ“まれ”も

能登地域のイメージアップに大き
く寄与すると期待されています。
　こうした状況の中で、本市とす
れば恵まれた自然遺産(千里浜な
ぎさドライブウェイなど)や、文
化遺産のグレードアップを図ると
ともに、情報発信を積極的に行っ
ていきたいと考えています。
　また、昨年工事を着工いたしま
した㈱モンベルの北陸総合セン
ターも２月中旬に竣工式を迎える
予定で、定住人口増加に大きく寄
与していただけると期待していま
す。

　そして３月末には、羽咋中学校
の体育館棟と余喜小学校の管理棟
の改築工事も完工する予定です。
　今後ともオンリーワンのまちづ
くりを着実に進めていきます。
　 （１月14日）

羽咋市長　山辺芳宣

児童手当

　10月～１月分の児童手当が２月12
日㈭に指定された金融機関口座に振り
込まれますので、通帳の記帳でご確認
ください。
【所得制限未満の人（月額）】
３歳未満（一律） 15,000円
３歳～小学生 10,000円
 （第３子以降は15,000円)
中学生（一律） 10,000円
【所得制限超えの人（月額）】
　年齢区分に関係なく 5,000円

問い合わせ
市総合窓口課・国保年金医療係(☎22-7194)

２月12日が支給日です
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　＝市役所
■問い合わせ
市役所代表電話(☎２２-１１１１)

市

日　時 行　事　名 場　所 担　当

2/3 ㈫ １２:45～ 1歳6カ月児健診
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

  4 ㈬ 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

１２:45～ 3歳児健診
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

  6 ㈮ １3:30～ 運動教室
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

  7 ㈯ １１:00～
１１:30

わくわくおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

１3:00～
１6:00

ボランティア♥婚活in羽咋 コスモアイル羽咋 社会福祉協議会

  8 ㈰ 9:00～ 第42回羽咋市子ども会卓球大会 羽咋体育館 生涯学習課

１3:30～ 羽咋市女性学習会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 10 ㈫ １4:30～ 遊びの教室
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

 11 ㈬ １9:00～
２0:30

ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 14 ㈯ 9:00～
１１:30

ウインターニュースポーツ大会
神子原スポーツ
センター

スポーツ推進室

１3:30～
羽咋市少年少女発明クラブ
「燃料電池」

コスモアイル羽咋 生涯学習課

１4:00～
図書館映画上映会
『空とぶニコ！！』(約81分)

コスモアイル羽咋 図書館

 16 ㈪ １１:00～
１１:30

よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 18 ㈬ 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

１3:30～
１6:00

総合相談（登記相談） 　 101会議室 総合窓口課

１3:30～
１6:00

総合相談（行政相談） 　 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） 　 401会議室  総合窓口課

工事の発注状況
（１千万円以上）12月

◆平成26年度粟生町地内農業用井戸設置工事（1,480万円、東亜鑿泉工業㈱）
◆羽咋駅東広場整備工事（その1）（1,815万円、岡田建設工事㈱）
＊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。

市

市

市

２月の休日当番医
(午前９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。

※休日に診療した場合は、休日料金が加
算されます。

１日㈰
　四蔵医院（内科）
　志賀町仏木  ☎37-1030
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町  ☎22-0131

８日㈰
　向クリニック（外科・内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1151
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町  ☎22-0011

１１日（水・祝）
　金田内科医院
　羽咋市千里浜町  ☎22-2864
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜  ☎28-2033

１5日㈰
　池野整形外科耳鼻咽喉科医院
　志賀町高浜町  ☎32-0040
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町  ☎22-2479

22日㈰
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町  ☎32-5307
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町  ☎22-7800
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　新鮮な魚介類が富来漁港
に集結！甘エビ・寿司食事
券が当たる大抽選会も開催！
日時　２月11日(水・祝) 10:00～15:30
会場　石川県富来漁港（西海風戸）　
内容　鮮魚販売・大漁鍋・炉端コーナー、
　　　地元芸能、島津悦子歌謡ショー
問　商工観光課（☎0767-32-9341）

日　時 行　事　名 場　所 担　当

 19 ㈭ １0:00～
１6:30

心のケアサポート
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

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

 20 ㈮ １0:00～ 栄養教室
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

 23 ㈪ 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

 24 ㈫ １3:00～ ４カ月児健診
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

 25 ㈬
 

１3:00～ BCG予防接種・育児相談
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

１9:00～
２0:30

ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

３/1 ㈰ 9:00～ ソフトバレーボールはくい大会 羽咋体育館 スポーツ推進室

北陸新幹線開業カウントダウン
バレンタインライブ in 千里浜

日時　２月14日㈯　17:00 ～ 20:00　
場所　千里浜レストハウス
料金　前売り4,000円（当日4,500円）
　　　小学生以下（無料）、中高生2,000円
　　　※フード＆フリードリンク付き（アルコール類なし）
出演　　Seattle Standard Cafe’、千寿
ＭＣ　　越村江莉

羽咋市からの情報として、1市3町の広報
紙に「コスモアイル羽咋・プラネタリウ
ムの新番組がスタート」を紹介しました。

七尾市

志賀町

七尾湾
能登かき祭

　産地だからこその味と新鮮さ！
日時　２月28日㈯　10:00～16:00
　　　３月１日㈰ 　9:00～15:00
場所　能登演劇堂前特設会場（中島町）
内容　炭火焼殻付かきなど
問　能登鹿北商工会(☎0767-66-0001)

　宝達志水町10周年記念の日。
　宝達志水オムライスをはじめとした北
陸のご当地グルメが味わえます。
日時　３月１日㈰　10:00～15:00
場所　宝達志水町役場
問　企画振興課（☎0767-29-8250）

大漁起舟祭

　中能登地域を中心とした中高校生吹奏
楽部による迫力の演奏をお届けします。
日時　２月８日㈰ 
　　　13:30（開場）14:00（開演）
場所　ラピア鹿島（井田）
問　中能登町生涯学習課(☎0767-76-1900)

　　問い合わせ・予約　千里浜レストハウス（☎0767-22-2141)
　　　　　　　　　　　e-mail info@chirihama.co.jp

ふれあい2015年
コンサート

宝達志水町
北陸くいしんぼ広場

中能登町

Seattle Standard Caｆe' 千寿

北陸新幹線金沢開業ＰＲソング「かがやき」を歌うのはこの二組です。
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（福水町：考古遺物）
市指定文化財　考古資料
（昭和22年２月26日指定）

　福水ヤシキダ遺跡は、宝達山と石動山のほぼ中間点にある福水
の山裾

すそ
の田地の一角に位置します。遺跡から平安時代前期の土器

と、修行中神仏に供える水をくむ井戸跡（閼
あ か
伽の井）が見つかり

ました。その付近からいずれも銅で作られた三
さんこにょう
鈷鐃１口、錫

しゃく
杖
じょうとう
頭

２頭、鋺
わん
３口の古密教仏具がほぼ完全な形で一括して出土しまし

た。
　また銅

どうさんこにょう
三鈷鐃は、現在では東大寺二月堂修

しゅ
二
に え
会（お水取り）に

使用されているほかは、一般的な使用例もなく、遺跡からの出土
品は、極めて少なく、非常に貴重なものです。
　福水ヤシキダ遺跡を宗教的儀式の場として選んだ意義や北陸の
山林宗教を解明するうえでとても重要な資料です。

広報はくいは、再生紙と植物油インクを使用しています。
羽咋市は、環境保全活動を積極的に推進しています。 古紙配合率100％再生紙を使用しています
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■１月11日の成人式の取材に行った時に、印象
的な言葉に出会いました。「しあわせはいつもじ
ぶんのこころがきめる」（相田みつを）。中学時代
の恩師が新成人に贈った言葉です。自分の幸せは
自分が決めるということで、他人からどんなに幸
せに見えても、本人が幸せと思っていなければ、
その人は幸せではない、という意味です。新成人
には、ご飯を食べられるということなど当たり前
のことを幸せに思える心を持ってほしい。さらに、
今後の人生の中で、いろいろな辛い思いもすると
思います。そんな時は、自分が幸せになるための
試練だと思い、勇気を出して一歩を踏み出してほ
しい。  　広報広聴係　宮谷孝男

PIN No.P13-0179

羽 咋 の お も て な し 料 理

＜レシピの提供：羽咋市食生活改善推進協議会＞

イワシのみそチーズ春巻き
材料（４人分）

・イワシ３枚おろし … ４尾分
・スライスチーズ …… ４枚
・ネギ …………… 1/2本
・ショウガ ……… ２片
・みそ …………… 小さじ１
・春巻きの皮 …… ８枚
・大葉 …………… ８枚
・小麦粉 ………… 大さじ1/2
・水 ……………… 大さじ1
・油 ……………… 適量

①イワシは３枚おろしを用意する。
②チーズは半分に切る。
③ネギは小口切りにし、ショウガはすりおろす。
　ネギ、ショウガ、みそを混ぜてネギみそにする。
④春巻きの皮に、イワシ→ネギみそ→チーズ→大葉の順に重ね、
小麦粉と水を混ぜたのりを縁に塗って巻く。
⑤フライパンに油をひいて熱し、キツネ色になるまで両面焼く。

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)

作り方

栄養価（１人分の場合）

・エネルギー　326㌔㌍
・塩分　　　　0.8㌘ 　＜節分にイワシを食べる理由＞

　節分は季節の変わり目を示します。春は四季の始まりで
あり、一年を健康に過ごすため、栄養豊富なイワシを食
べる習慣ができました。また、イワシを焼く煙で鬼や邪気
（災害や病気）を追い払うと言われています。

節分に!


