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救命

突然、近くの人が心肺停止で倒れたらあなたはどうしますか。
救急車が到着するまでの間に、そばに居合わせた人が手当をする必要があります。
応急手当の知識と技術を身につけ、いざという時のために備えましょう。

救急車の適正利用にご協力ください

24時間365日体制
　羽咋消防署では、災害や事故でけがをした人や
病気にかかった人を医療機関に緊急に搬送するた
めに、24時間365日、いつでも出動できる体制
を整えています。

救急車の利用を考える
　近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増え
ています。
　昨年の羽咋郡市内での救急車の出動件数は
1,949件で、前年に比べ27件減少しました。搬送
人員は1,877人で27人の減少となっています。そ
のうち「軽症」が最も多く全体の39％、次いで
中等症が38％を占めています。
　軽症だからといって必ずしも救急車が必要でな
いということではありません。しかし、中には「歯
が痛い」「足をくじいた」「擦り傷」といった緊急
性のない事例があります。
　不適切な利用が増えれば、本当に搬送が必要な
人への救急車の到着を遅らせることになります。
119番通報する前に、救急車が必要か自家用車や
タクシーなどを利用できないか、今一度考えてみ
てください。

平成26年中の救急出動件数

重症
358人
19％

死亡
67人
4％

中等症
718人
38％

軽症
734人
39％

平成26年中の傷病程度別搬送人員
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いざという時は119番
通報から救命がスタート
　もし、皆さんが誰か倒れるなどといった緊急を要する
現場に居合わせた時は、慌てずに119番通報してください。
あなたの通報から救命がスタートします。消防本部通信指
令室の指令員が住所や容態などを質問し、住所を聞いた時
点で、救急車を出動させます。
　通報する人の中には、動揺して一方的に話す人がいます。
1秒を争う救急の場面では、落ち着いて指令員の質問に答
えるように心掛けてください。皆さんの答えた内容が、救
急車到着後の処置の方法や搬送先の病院を決める重要な判
断材料になります。

救急車到着までが大切
　心臓や呼吸が止まった人に何も手当をしなかった場合、
心臓停止で約３分、呼吸停止で約10分、多量出血で30分
経過すると、死亡率が50％を超えるといわれています。
救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人が迅速
に手当ができるかどうかが、救命のかぎになります。

通信指令室（消防本部）

救命講習を開催しています
　羽咋消防本部では心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除細
動器）の使用方法などを学ぶ救命講習を開催しています。
　平成26年中は普通救命講習を61回 開催し、838人が受
講しました。
　受講希望者は羽咋消防署救急係へご連絡ください。

昨年、普通救命講習を838人が受講

問い合わせ　羽咋消防署・救急係（☎22-0089）

救える命のために、救急車の利用を考えて
　私たち救急隊員は市民から救急
車の要請があれば、必ず現場に向
かい、状況を確認します。
　怖いのは、各消防署に配備され
ている救急車が出払ってしまった
時です。通常、119番で出動要請
を受けると、現場を管轄する最寄
りの救急隊が出動します。一つの
管轄で要請が重なった場合には、
近隣の署の救急隊が出動すること
になります。出動場所が遠くなる

ほど心肺停止などの緊急を要する
人のもとへの到着が遅れ、救える
命が救えなくなってしまうおそれ
があります。今一度、救急車の利
用を考え、正しく使ってほしいと
思います。
　また、羽咋消防署では、救命講
習などを定期的に開催しています
ので、多くの市民に応急手当の方
法やAEDの使い方などを体得し
てほしいと思います。

本吉　信久さん
（羽咋消防署・救急救命士）

救急救命士に聞く
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瑞穂小で模擬投票を実施
　１月23日、選挙に関心を持ってもらおうと瑞穂小学
校で模擬投票が行われ、６年生31人が本番さながらの
選挙を体験しました。
　実物の投票箱や記載台を用いて「羽咋市長選」と題し
た模擬投票を実施。児童は、架空の候補者３人の公約を
参考に一票を投じました。
　児童は「選挙は大切なものとわかりました」「成人を
迎えたら投票してみたい」と感想を述べました。選挙の
仕組みを真剣に学んだ児童たちは、一票の大切さを実感
していました。

市体育協会表彰式を開催
　１月25日、コスモアイル羽咋で羽咋市体育協会最優
秀・優秀・奨励選手賞、指導者感謝状の表彰式が行われ
ました。
　これは平成26年に各種大会で優秀な成績を収めた選
手を表彰するもので、受賞者99人は市体育協会の稲村
建男会長から表彰状と記念品を受け取りました。
　祝辞で山辺市長は「おめでとうございます。家族・指
導者、仲間の支えを忘れないでほしい。そして2020年
の東京五輪を見据えて努力してほしい」と述べました。

はまなす団地前に信号機を設置
　２月３日、千里浜町の県道交差点（はまなす団地前）
に信号機が設置され、児童や地元住民ら約50人が参加
して点灯式が行われました。
　児童の代表二人がボタンを押して信号機を作動。児童
らは新しく設置された信号機の横断歩道を渡り、交通安
全を願いました。
　羽咋警察署の三島真次署長は「北陸新幹線の金沢開業
で交通量がさらに増える見込みなので、間に合ってよ
かった。信号をしっかり守って登下校してほしい」と話
しました。

未来のために確かな一票を

活躍した99人を表彰

点灯式で交通安全を願う

緊張した様子で、一票を投じる児童

表彰を受ける最優秀選手賞の深井拓斗選手

設置された信号機の横断歩道を渡る児童
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市女性学習会を開催
　２月８日、コスモアイル羽咋で、約60人が参加して
羽咋市女性学習会が行われ、講演会や有志によるダンス
で会場は華やかな雰囲気に包まれました。
　講演では石川県各種女性団体連絡協議会の常光利惠会
長が、女性を取り巻く社会環境や超高齢化社会に向けて
の生き方などを、軽快な口調で語ると会場からは大きな
笑いが起きました。そして「なりたい羽咋、なりたい自
分を持ち、それを実現するために女性たちが手を取り合
い、立ち上がってほしい」と参加者に向けてエールを送
りました。

夢の語らい「青春トーク」2014を開催
　２月４日、将来の進路を考える機会にしてほしいと羽
咋ライオンズクラブ主催の“夢の語らい「青春トーク」
2014”が市内の２中学校で開かれました。
　各校の先輩たちが現在の仕事を目指したきっかけやや
りがいなどについて、後輩に向けて熱弁。生徒たちは、
先輩たちの話に耳を傾けながら、熱心にメモを取ってい
ました。
　最後には、先輩から「助け合いができる大人になって」
「いろいろなことに挑戦してほしい」などと熱いメッセー
ジが送られました。

柴垣漁港で起舟祭
　２月11日、柴垣漁港で起舟祭が行われ、漁師やその
家族30人が今年一年の漁の安全と豊漁を祈願しました。
　強風で大漁旗がなびく中、港内に停泊している約25
隻の漁船に塩と酒がまかれ、本覚寺（滝谷町）の濱嚴丈
住職ら５人の僧侶が次々と船の前で経を唱えました。
　地元の漁師は「豊漁になることを願って手を合わせま
した」と話してくれました。

手を取り合い立ち上がって

先輩から後輩へ熱いメッセージ

漁の安全と豊漁を祈願

参加者にエールを送る常光利惠さん

先輩として参加した室野秀幸さん（左）と吉野輝子さん

船に向かって経を唱える濱嚴丈住職

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

つい
儺
な
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4人が
「福は内、福は内、鬼は外」と威勢よく豆をまくと、集まっ
た人たちは歓声を上げながら、豆を拾い集めていました。
　近くの西北台保育所の年長組12人のもとに赤鬼・青
鬼の格好をした地元関係者が近づくと、園児は大騒ぎ。
「鬼は外」と大きな声を上げながら、豆を勢いよく鬼に
投げつけていました。

一年の無病息災を願う

「福は内」と豆をまく福男たち
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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11月生）
　３月17日㈫　13：00～13：45
●１歳６カ月児健診（平成25年８月生）
　３月 ３ 日㈫　12：45～13：45
●３歳児健診（平成23年10月生）
　３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
　３月４日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「琴演奏｣
　講師：山本　利美 氏

☆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18日㈬
　午前10時30分～11時30分

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
３月２日㈪ おひな様を作りましょ！ 邑知保育園

３日㈫ 保育園の雛祭り会に参加しよう！ こすもす保育園
４日㈬ シールで遊ぼう 西北台保育所
５日㈭ リズム遊びでenjoy♡ 千里浜保育所
６日㈮ ぬり絵あそびをしよう 白百合保育園
６日㈮ 元気にからだを動かそう！ とき保育園
10日㈫ バルーンアートを楽しもう！　 こすもす保育園
12日㈭ 思い出を作ろう 千里浜保育所
13日㈮ 大きくなったねの会 白百合保育園
13日㈮ 小さなお別れ会 とき保育園
16日㈪ いっしょにあそぼう！ 邑知保育園
17日㈫ 小さなお別れ会 こすもす保育園

　 大きくなったね！ 　
19日㈭ お友だちと遊ぼう！　 千里浜保育所
26日㈭ お友だちありがとう！ 千里浜保育所　

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

３月★ ７日㈯　午後２時 おたのしみ会
羽咋Jr＆ひよっこリズムダンス教室発表会

　　　 ７日㈯　午後２時30分 児童センターようこそへ(要申込)(無料)
対象：新一年生と保護者　12人

　　　14日㈯　午後２時　 おもしろ工作・ペーパークラフト
　　　24日㈫　午後３時　 お茶クラブ
　　　26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。 ※クラブの参加・体験は自由です。

こすもす保育園親子育児講座
３月10日㈫　午前10時～ 11時
「マアサのおはなし会」
講　師　マアサ氏
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新着図書案内

御松茸騒動(朝井まかて)九年
前の祈り(小野正嗣)脱・限界
集落株式会社(黒野伸一)晩鐘
(佐藤愛子)レッツゴー・ばーさ
ん！(平安寿子)教団Ｘ(中村文
則)福も来た(群ようこ)花野
に眠る(森谷明子)波止場浪漫
[上・下](諸田玲子)逢魔(唯川
恵)東京ブラックアウト(若杉
冽)それでも前へ進む(伊集院
静)折口信夫(安藤礼二)秋た

ちぬ(寺山修司)太平記の世界
(佐藤和彦)そうだったのか！朝
鮮半島(池上彰)富山ふしぎ探
訪(富山新聞金沢本社出版局)
「世代」の正体(長山靖生)偽
りの薬(河内敏康)認知症の介
護に役立つハンドセラピ－(鈴
木みずえ)わが子よ(共同通信
社社会部)あらもの図鑑(松野
弘)やさしい季節の和菓子(の
むらゆかり)

消えた犬と野原の魔法(フィリ
パ・ピアス)カエルになったお
姫さま(アニー・Ｍ．Ｇ．シュミッ
ト)モナミは時間を終わらせ
る？(はやみねかおる)ゆめみの
駅遺失物係(安東みきえ)影な
し山のりん(宇佐美敬子)かぐ

やのかご(塩野米松)ルゥルゥ
おはなしして(たかどのほう
こ)ないしょにかんぱい！(宮川
ひろ)仙人のおしえ(おざわと
しお)鳥よめ(あまんきみこ)
あわびとりのおさとちゃん(か
こさとし)あなぐまアパート
(あんびるやすこ)あかり(林
木林)

■開館時間
　午前８時45分～午後６時
■３月の休館日
　３日㈫ ・10日㈫ ・17日㈫ ・24日㈫
　31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 ・
いのちと出合う じめんのした

「いのちのバトン／日野原重明」 「あな／谷川俊太郎」
　著者は103歳の現役医師。全国の小学校
で『いのちの授業』を行い、子どもたちと目
には見えない命について考えてきた。97歳
の時、いわさきちひろの絵に詩を添え、命の
尊さについて語りかけた。ちひろの息子・松
本猛のあとがきにあるように「親子で語らう
きっかけ」になれたらうれしい。

　日曜日の朝、ひろしは穴を掘り始めた。家
族や友達が来ても黙々と掘り、穴は次第に深
くなる。穴の中に座り、「これはぼくのあな
だ」と空を眺める。外に出て穴を埋める。ゆっ
たりとした時間の流れる40年前の絵本だが、
横長の縦いっぱいの見開きに描かれた空と地
中の断面の構図は、斬新だ。

一般向け 子ども・ティーン向け

■おはなし会（語り）（幼児～大人）
日時　３月22日㈰　午後２時～３時
場所　コスモアイル羽咋・茶室

■わくわくおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　３月14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　３月30日㈪午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

図書館の工作教室　『折り染めで遊ぼう !』
日　時　３月７日㈯　午後１時30分～３時30分
場　所　コスモアイル羽咋・研修室
対　象　どなたでも（※未就学児は保護者同伴でお

願いします）
持ち物　汚れてもいい服装、はさみ
参加費　無料　 定　員 15名　 申込み　図書館へ
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333

ふるさとを大切に 息子の颯
そう
太
た
君とのツーショット

豊
とよしま

島　亮
りょう

さん(35歳）
（若草町出身、
  愛知県清須市在住)

　私は現在、愛知県で航空機の生産
管理に携わっております。忙しい
日々ではありますが、家族に支えら
れながら何とか元気に乗り切ってい
ます。今回このような機会を頂き、
改めて羽咋について思いを巡らせて
みました。
　やはり羽咋で一番印象的なのはコ
スモアイル羽咋でしょうか。併設の
図書館で、休憩がてら小説を読みつ
つ、閉館まで受験勉強をしていたの
も、今となっては懐かしい思い出で
す。最近になって、航空宇宙分野で
働く技術者の端くれとしてじっくり
と中を見物すると、非常に興味深い
展示物ばかりで今更ながら圧倒され
てしまいました。また、私の家の周
辺は帰るたびに新しい家や店、道路

ができており、随分と便利になった
なと思う反面、少し離れると昔と変
わらないのどかな景色が広がってお
り、ほっとした気分になります。
　…と、偉そうに書いておりますが、
実は独身時代は全くと言っていいほ
ど羽咋には帰っていなかった私です。
さすがに結婚して子どもが生まれて
からは年に１回（それでも少ない！）
は帰るようになりましたが。私の親
不孝ぶりをよく知る妻からは「この
子はあなたのように、ほとんど実家
に帰らないような人には育って欲し
くない」と、ひどい言われようです。
反省の念も込めて、この場をお借り
して息子へのメッセージを残してお
きたいと思います。
　息子へ。家が大好きな君のことだ

から心配ないとは思いますが、君が
将来、家を離れるときは、少なくと
もお母さんには度々顔を見せにふる
さとに帰ってきてください。君のふ
るさとは、お父さんのふるさとのよ
うに、人々の心が温かく、居心地が
よく、宇宙人にも遭える楽しいとこ
ろではないかもしれませんが、それ
でもふるさとはふるさとです。帰る
のがおっくうに感じることもあるか
もしれませんが、いつか必ずふるさ
とを恋しく思う時がきます。これか
らはお父さんも、もっともっと自分
のふるさとと両親を大切にしていき
たいと思います。君も君自身のふる
さとを大切にしていってください。

料理教室に
行ってきま
した

料理

　1月に友達のアレクサンドラが
金沢で教えている国際料理教室に
行ってきました。彼女は私たち
に、ガーリックトーストを使った
おいしいミートボールの作り方を
教えてくれました。イタリア料理
を作っているとき、私は今までに
作った日本のものを思い出してい
ました。お好み焼きはもちろん、
抹茶やおもち、沖縄のシーサーや
陶器も作ってきました。今後は
ギョーザやうどんやもっとたくさ
んのものを作っていきたいです。

Cooking

In   January   I   went   to   an 
international  cooking  class 
that my  friend  Alexandra 
was  teaching  in  Kanazawa． 
She taught us how to make 
del ic ious  meatbal ls  with 
garlic bread． As we made the 
Italian cuisine, I thought of all 
the Japanese things I've been 
able to make． Of course  I've 
made my own okonomiyaki, 
but  I've  also  been  able  to 
make macha, mochi, a Shisa 
in  Okinawa  and  pottery． 
Hopefully I'll get to learn how 
to make  gyoza,  udon  and 
more!

料理教室の様子
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　毎週土曜日、粟ノ保公民館の卓
球教室で指導をしているのが、今
回ご紹介する中橋秀治さんです。
　羽咋市市民体育大会では、以前
は邑知地区から、引っ越してから
は粟ノ保地区の選手として出場し
活躍しました。さらに平成23年に
熊本県で開催されたねんりんぴっ
くでも、ラージボール卓球の石川
県代表として活躍するなど、卓球
の愛好家です。
　その中橋さんが卓球教室を始め
たのが平成23年９月。その年の２
月に行われた羽咋市子ども会卓球
大会のために、粟ノ保小学校で児
童の指導に３週間ほど携わってい
ました。大会後、保護者から「年間
を通して練習ができる機会があれ
ば、もっとうまくなるのではない

か」という話があがりました。そ
の時に指導者として関わっていた
こともあり、周囲のすすめで立ち
上げたのがきっかけでした。
　教室では小学1～６年生の男女
13人がフォアやバック打ち、フッ
トワークなどの基本練習を中心に
２時間汗を流しています。モットー
は『好き・やる気・根気』。楽しみ
ながら、そして子どもたちが自分
の個性を伸ばせるような環境作り
に励んでいます。　　
　中橋さんの教え方は、褒めて育
てること。ただ、ふざけていたり
すると、必ずその時に叱るなど厳
しい一面もあります。
　中橋さんは「卓球を通して子ど
もたちに地域の人たちとの触れ合
い、感謝の気持ち、礼儀作法など

多くのことを学んでほしい」と願っ
ています。
　「粟ノ保小学校には、上級生が
下級生に教え、仲間を大事にする
伝統があります。そういった中で、
子どもたちが成長している姿を見
守るのが一番の楽しみ」と笑顔で
話す中橋さん。夢について伺うと
「粟ノ保に引っ越して20年が経ちま
す。今まで地域でお世話になった
分、体が続く限りは、卓球などの
活動を通して地域に恩返ししてい
きたい」と力強く答えてくれました。
教室では現在、参加者を募集して
います。毎週土曜日の午前９時～
11時に行っていますので、興味の
ある方は、一度教室をのぞいてみ
ませんか。

子どもの成長が一番の楽しみ

世界文化遺産を後世へ残すために
「高山社跡」で防火訓練

粟ノ保公民館
卓球教室

中
なかはし
橋　秀

ひではる
治さん

（69歳・粟生町）

　１月26日は文化財防火デーで
す。本市では２月11日に「高山
社跡」で多野藤岡広域消防と地元
消防団に協力を要請し、万一に備
えて連携を確かめる防火訓練が行
われました。　　
　近隣の人や見学者が見守る中、
母屋からの出火を想定し、消防署
員ははしご車を操り電線などの障
害物をよけた高い場所から、団員
はホースを伸ばし火点近くの地上
から一気に放水を行いました。い
くら訓練といえど、日頃から火災

などの現場で行動して
いる消防署員や団員ら
の動きはきびきびとし

ており、その姿はとても頼もしく
見えました。
　その後ボランティアガイドや地
元住民によ
る消火器を
使った訓練
が行われま
した。住民
は自分たち
の住む地域
に残る世界
文化遺産を
後世に伝え

ようと、使い慣れない消火器でし
たが、手順を確かめるように操り、
火点に向かって放水していました。
また防火訓練を通して「高山社跡」
の大事さを改めて認識しているよ
うでした。

はしご車を使って一気に放水
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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） 　　　　　

申告はお済みですか
　市県民税の申告、所得税の確定申告は、３月16日㈪までにお済ませください。
　市県民税の申告は、平成26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。
　　臨時福祉給付金を受け取ることができなくなる場合があります。
　■控除の内容によっては、申告していただくことで非課税となる場合があります。

期間は３月16日まで

　

　

問い合わせ　市文化財室（☎22-5998）

問い合わせ・申込み　ＪＡはくい（☎0767-26-3344）、E-mail:shizensaibai@hotmail.co.jp

　唐戸山神事相撲が２月３日に石川県指定無形民俗文化財に指
定されたのを受け、２月16日、石川県庁で指定書交付式が行
われました。
　交付式には、神事相撲の保存に力を注いできた唐戸山相撲協
会の山辺芳宣会長と橋本俊一副会長が出席しました。石川県の
木下公司教育長から、指定証書を手渡された後、出席者を代表
して山辺会長が「歴史ある地域の文化財として、子々孫々大切
にし、保存と継承に努めていきたい」と誓いの言葉を述べました。
　指定証書は、市役所の総合窓口課（１階）前のケース内に３
月13日㈮まで展示しています。

　「奇跡のリンゴ」で有名な木村秋則さんを講師に迎え、ご自身の体験をもとにした自然栽培についてのセ
ミナーを開催します。

２月３日、県指定無形民俗文化財に

木村秋則さんを迎え、３月22日に開催

唐戸山神事相撲

自然栽培セミナー

　※申告書の記入や税に関する質問があれば、気軽に下記へお問い合わせください。

かがり火が焚かれた中、ぶつかり合う力士

木村秋則さん（右端）によるのと里山農業塾

日時　３月22日㈰　午前９時(受付開始は午前８時30分)
場所　コスモアイル羽咋
内容
【自然栽培セミナー】(午前９時～10時40分)
　　木村秋則さんによる自然栽培の講演
　　家庭菜園でのトマトの育て方を伝授します。
【自然栽培のいろいろなカタチ】(午前11時～正午)
　　全国の自然栽培の事例報告
　　のと里山農業塾卒業生による取り組みを紹介します。
【自然栽培新規就農者個別相談会】(午後１時30分～４時)
　　支援制度の説明や研修農業を巡回します。

定員　600人　　　　申込期限　3月16日㈪
申込方法　ＪＡはくいへ電話もしくは、氏名・
住所・性別・年齢・電話番号・職業を明記して、
下記のメールアドレスに送信してください。
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　 就学援助制度

問い合わせ　学校教育課（☎22-7131）

＜該当となる場合＞
　対象者は、次のいずれかに該当する人です。
◆生活保護を受けている人
◆生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた人
◆市民税が非課税の人
◆個人事業税や固定資産税の減免を受けている人
◆国民年金の掛金の全額免除を受けている人
◆児童扶養手当の支給を受けている人
◆社会福祉協議会の生活福祉資金による貸付を受けてい

る人
◆職業安定所に登録した日雇い労働をしている人
　※このほか上記に当てはまらない人で、生活が著しく

苦しいため就学援助を希望される人は、市教育委員会
か学校へご相談ください。

＜援助の内容＞
◆学用品費 ◆通学用品費 ◆新入学用品費 ( 小１、中１)
◆学校給食費 ◆校外活動費 ◆修学旅行費（中３）◆日
本スポーツ振興センター掛金 ◆医療費（学校で治療の
指示を受けた特定の疾病のみ）

学校生活で必要な費用の一部を援助します

＜手続き＞
　申請には学校長の意見書が必要ですので、学
校へ申し出てください。
◆提出書類　就学援助費受給申請書、該当事由

の証明書（用紙は学校にあります）
◆提出場所　各学校

＜その他＞
◆所得の申告をしていない人は、
　援助の対象にはなりません。
◆年度途中で援助の必要が生じた場合は、各学

校か教育委員会へご相談ください。
◆就学援助は、毎年申請手続きが必要です。就

学援助費受給決定後、家庭状況の変更その他
の異動があった場合は、速やかに学校か教育
委員会へ申し出てください。

　詳しくは、市学校教育課（☎22-7131）
　または各学校へお問い合わせください。

　就学援助制度とは、小中学校へ就学させることが経済的に困難な人に対して、学校生活に必要な費用の一
部を援助する制度です。

　 スポーツ安全保険に入りませんか 問い合わせ　市スポーツ推進室（☎22-3312）

　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

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】
　３月２日㈪～平成28年３月30日㈬

【保険期間】
　４月１日㈬～平成28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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羽咋郡市広域圏事務組合臨時職員を募集します

健康保険と年金の加入手続き

問い合わせ・手続き　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22－7194）

※勤務地…①は組合事務局総務課 ( 羽咋消防署2階 )、②はリサイクルセンター
※一般廃棄物処理施設作業の業務内容については、リサイクルセンター（☎27-1153）へお問い合わせください。

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。

会社を退職される人へ

■国民健康保険
　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、ご家族の健康保険の扶養に入
る場合を除き、国民健康保険の加
入の届け出が必要です。

■国民年金
　20歳以上60歳未満の会社員の人が退職すると、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）の人も、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。

■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）

職種 人員 職務内容 応募資格 賃金日額

①一般事務補助 １人 パソコン（ワード、エクセルな
ど）を利用した一般事務 パソコン操作可能な人 6,014円

②一般廃棄物処
理施設作業 １人

①埋立処分場でのバックホウに
よる覆土作業

②リサイクルセンターに持ち込
まれた不用品の自転車・家具
などの補修作業

③両施設の環境整備作業

車両総重量５㌧以上の車両を運転で
きる自動車免許を有し、車両系建設
機械（機体重量３㌧以上のバックホ
ウ）を操作する資格を有する人 6,014円

１　募集職種と人員

２　勤務条件など 
　・勤務時間　
　　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)
　・その他　　
　　交通費支給、有給休暇、社会保険制度あり
３　選考方法　面接による選考（３月に実施予定）
４　採用予定　平成27年４月
５　雇用期間　１年（６カ月単位更新）
６　申込期間　３月２日㈪～３月13日㈮

７　申込書類　
　　履歴書（市販のもの）、写真(無帽・無背景で３

カ月以内に撮影したものを履歴書に貼付)
８　申込方法
　　申込書類を入れた封筒に「臨時職員受験申込

書」と朱書きして、事務局総務課まで郵送して
ください｡（３月13日消印有効）

９　問い合わせ・送付先 
　　羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課（☎22-

6610、〒925-8505　羽咋市中央町ア185番地）
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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

～スマートフォン・携帯電話の
 利用は慎重に！～

市少年少女発明クラブ ３月のまんまクラブ
第９期生を募集します

　一年間を通していろいろなおもしろ実験、アイ
デア工作や社会見学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ィアも
募っています。
対　　象　平成27年度に新３年生、新４年生に

なる児童
定　　員　先着20人
活 動 日　原則毎月第３土曜日午後
　　　　　（開講式４月18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）
申込期間　３月７日㈯から４月４日㈯まで

日　時　３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、

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
持ち物　エプロン、三角巾、タオル、水分、筆記用具
締切り　３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。

問い合わせ・申込み　コスモアイル羽咋（☎22-9888）
問い合わせ・申込み　健康福祉課・健康推進係

　　　　　（☎22-1115）

　新年度から子どもにスマートフォンや携帯電話を持たせる保護者も多いでしょう。インターネット利用に
関するトラブルや犯罪から子どもを守るために、インターネットの危険性を教え、ルールを作ることが必要
です。
◆フィルタリング対策を行いましょう！
　フィルタリングとは、インターネット上の不適切な情報の閲覧や利用を制限するサービスです。スマート
フォンについては携帯電話回線・無線ＬＡＮ・アプリ用のフィルタリング設定が必要となるので、詳しく
は、メーカー、販売店にお問い合わせください。
◆家族でルールを作りましょう！
（具体例）・ネットで知り合った人と会わない
　　　　　・下着姿や裸の写真を撮らない、撮らせない
　　　　　・個人を特定される書き込みをしない
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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）

　ことのミニコンサートとむかしが
たりに親しみませんか。
日時  ３月14日㈯　14:00～15:00
場所　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　歴史民俗資料館（☎22-5998）

日時　３月28日㈯ 
　　　14:00～（10分前開場）
作品 『ターボ特別編』（約96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）

　
日時　４月４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25日㈬～４月３日㈮
問・　　クリンクルはくい（☎27-1153）

　地域をみんなで守っていくために
求められる役割や活動などの講演会
です。
日時　３月８日㈰　14:00～15:30
場所　コスモアイル羽咋　研修室
演題　「住み続けられる地域とは～
　　　　地域防災・減災について」
講師　田中　純一氏
　　　(北陸学院大学人間総合学部
　　　社会学科准教授)
問　市民活動支援センター
　　(☎22-9979）

　OB・OGや有志の出演もあります。
日時　３月８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）

　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
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）

広　告　欄

日時　３月22日㈰　８：30～
場所　羽咋体育館
対象　羽咋市在住、在学、在勤、出

身の人
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14日㈯まで
問　羽咋市卓球協会・三星正紀
　　（☎090-8968-1393）

　今、開発途上国ではさまざまな分
野で、あなたの技術・知識・経験が
求められています。
受付期間　４月１日㈬
　　　　　　～５月11日㈪
職種　農林水産、加工、保守操作、
土木建築、保健衛生、教育文化、社
会福祉、観光・商業、スポーツなど
※体験談＆説明会を３月28日㈯と４
月９日㈭に金沢でします。詳しくは
JICA北陸へお問い合わせください。
問　JICA北陸（☎076-233-5931）

「やさしい古文書講座」を開催

（独）国際協力機構（JICA）
ボランティア平成27年度春募集

申

図書館の映画上映会

市民わくわくアカデミー
講演会を開催

羽咋小学校吹奏楽部定期演奏会

申

れきみんむかしがたり
春のつどい

エコクッキング教室(第1回)

第45回羽咋市民卓球大会
参加者募集
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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

　　　８:30 ～ 17:15
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
の人は該当する土地・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・借家の人は、借用を証する
書面

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

　石川県議会議員選挙（統一地方選
挙）は４月３日㈮告示、４月12日㈰
投票日の予定です。
　詳しくは広報４月号でお知らせしま
す。皆さん棄権せずに投票しましょう。
問　市選挙管理委員会（☎22-7191）

　｢広報はくい２月号｣で、一部内
容に誤りがありました。おわびして、
次のとおり訂正いたします。
【訂正箇所】　　
Ｐ8　こすもす保育園親子育児講座
■講師
｢誤｣藤田千恵美→｢正｣藤井智恵美

　日常生活の中で行える運動や体操
などを行います。
日時　３月19日㈭  10:00～11:30
場所　羽咋すこやかセンター
講師　宮西好子氏（健康運動指導士）
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
問・　　市健康福祉課・健康推進係
　　　　（☎22-1115）

　ゲートキーパーとは、悩んでいる
人に気付き、声を掛け、話を聴いて、
必要な支援につなげ見守る人のこと
です。
日時　３月25日㈬  13:30～15:00
場所　羽咋すこやかセンター
講師　石川県能登中部保健福祉セン

ター職員
対象　羽咋市民ならどなたでも
申込締切　前日まで　参加費　無料
問・　　市健康福祉課・健康推進係
　　　　（☎22-1115）

期間　４月１日㈬～６月１日㈪
　　　(土日・祝日を除く)

■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28年4月1日現在
　受付　５月１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　３月24日㈫まで
※年齢は平成27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）

　障がいのある人のスポーツ振興と
社会参加の促進を図ります。
日時　５月31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）のある人

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・　　市健康福祉課・援護係
      （☎22-3939、FAX22-1048）

広　告　欄

申

申

プラス10教室を開催

申

固定資産税課税台帳を縦覧

自衛隊幹部候補生・予備自衛官
補を募集

石川県障害者スポーツ大会
参加者募集

自殺防止対策事業｢誰でもゲー
トキーパー養成講座｣を開催 石川県議会議員選挙

４月12日㈰が投票日

おわびと訂正
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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）

広　告　欄

■人口　22,806人 ( ―22人 )
　□男性　10,783人 ( ― ３人 )
　□女性　12,023人 ( ―19人 )
■世帯数　8,477世帯（ ―1世帯）
■異動
　□出生　　　  11人　
　□死亡　　　  35人
　□転入など　  43人
　□転出など　  41人
＊平成27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

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）、
杵・臼・せいろ

申

東日本大震災義援金の寄託
寄託総額11,785,738円

(２月16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

宝くじコミュニティ助成事業
邑知地区まちづくり推進協議会
　邑知地区まちづくり推進協議会
では、宝くじの助成で邑知親子ま
ちづくり教室を実施しました。
　親子健康ウォーク教室やホタル
保護活動、親子まちづくり勉強会
を実施し、学習した内容を資料集
にまとめ、親子や地域のコミュニ
ケーションを深めました。

家族に囲まれ山辺市長から花束を
受け取る櫻井正一さん

　１月に100歳を迎えられた3人に、山辺市長は、それぞれ花束と
記念品を渡し、「100歳おめでとうございます」と声を掛け、祝福
をしました。

100歳おめでとうございます

親子健康ウオーク

問い合わせ　
　市生涯学習課
　(☎22-9331)

100歳になられた３人
　櫻井　正一さん（深江町）
　　大正4年1月17日生まれ
　中村　とし子さん（中央町）
　　大正4年1月20日生まれ
　坂井　俊次さん（四柳町）
　　大正4年1月29日生まれ

家族に囲まれ山辺市長から花束を
受け取る坂井俊次さん

山辺市長から花束を受け取り、記
念撮影する中村とし子さん
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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

広　告　欄
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新幹線を試乗し、新しい時代の幕開けを感じる

市
民
文
芸

市
長
か
ら
の
手
紙

　冬季にしては珍しい晴天に恵
まれた２月５日の午後２時30分。
北陸新幹線の試乗車(12両編成)が
金沢駅をゆっくりとスタートをき
り長野県に向かいました。北陸地
方の長年の悲願であった新幹線開
業が現実なものとなった瞬間でし
た。
　車窓からは3,000㍍級の立山連
峰や日本海の青い海が視野に広が
り乗客の心が癒されると思います。
　振り返ってみると東海道新幹線
が開業したのが1964年です。そ
れから50年が経過したことにな

ります。今日まで開業に向けてご
尽力願った関係各位に改めて敬意
と感謝を申し上げたいと思います。
　開業で年間1,700万人以上の人
が、移動できるスペースが確保さ
れたことになります。このため、
「人・物・情報」などの交流が飛
躍的に拡大していくことが予想さ
れ、北陸と首都圏の交流が深まる
ことをとても喜んでいます。３月
14日からの本格的な開業と同時
に関東圏の多くの人々が当市の素
晴らしい自然風景や文化遺産を観
光して心を癒していただければ幸

いです。
　また、羽咋市民の皆さんも一度
は新幹線に乗車されて時代の流れ
を実感していただければ幸いです。
　いよいよ北陸地方の新しい時代
の幕開けです。
　 （２月９日）

羽咋市長　山辺芳宣

公開討論会「妙成寺の魅力」
　平成26年度から羽咋市が行っている、
妙成寺の多方面にわたる価値調査に参加さ
れた櫻井敏雄元近畿大学教授をはじめ、各
方面の専門家によるパネル討論と意見交換
会を開催します。
　調査によってわかってきた新たな謎な
ど、妙成寺の魅力に迫ります。
日時　3月22日㈰ 
　　　13:30～16:00
場所　妙成寺（滝谷町）
定員　100人
聴講　無料　　
申込み　不要
問い合わせ
市教育委員会・文化財室（☎22-5998）



18　広報はくい No.753 2015年３月

　＝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

3/2 ㈪ １0:00～ 市議会・定例会本会議
（開会・提案理由説明など） 　 議会議場 議会事務局

  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

  5 ㈭ １0:30～
１１:30

健康と生きがい講座
「ひなまつり茶会」おいしいお抹茶をどうぞ～ 老人福祉センター 社会福祉協議会

１3:30～
１5:30 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

  7 ㈯ 9:１5～ 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

9:45～ 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

１3:30～ 市少年少女発明クラブ
「星の話とプラネタリウム・閉講式」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

１3:30～
１5:30

図書館の工作教室
「折り染めで遊ぼう！」 コスモアイル羽咋 図書館

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

１4:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 11 ㈬ 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 　 議会議場ほか 議会事務局

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

 12 ㈭ １0:00～ 市議会・連合審査会 　 議会議場 議会事務局

 13 ㈮ 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

１3:30～ 市議会・連合審査会 　 議会議場 議会事務局

工事の発注状況
（1千万円以上）1月

該当する工事はありませんでした。
＊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

３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㈰
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町  ☎22-8858

８日㈰
　河崎医院（外科・胃腸科・内科）
　志賀町高浜町  ☎32-0019
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町  ☎22-0238

１5日㈰
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪  ☎29-3188
　森田クリニック（形成外科・皮膚科）
　羽咋市鶴多町  ☎23-4775

2１日（土・祝）
　羽咋池野整形外科医院
　羽咋市南中央町  ☎22-0254
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町  ☎22-7888

22日㈰
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町  ☎22-5652
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町  ☎22-0026

29日㈰
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町  ☎26-0210
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町  ☎22-0807

成人式の落し物“イヤリング”
　１月11日に開催された成人式で
イヤリングの落し物がありました。
心当たりの人はご連絡ください。
　留め具は、ねじ式で18K、石は血
赤サンゴと思われる７㍉玉

問い合わせ　市生涯学習課（☎22-9331）

市

市
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　のと里山海道無料化２周年記念＆上り
線駐車場拡張記念！
日時　３月29日㈰　10：00～
場所　西山パーキング（上り線）
問　商工観光課（☎0767-32-9341）

日　時 行　事　名 場　所 担　当

 14 ㈯ １１:00～
１１:30 わくわくおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 16 ㈪ １3:30～ 総務文教常任委員会 市議会
第1委員会室 議会事務局

 17 ㈫ １0:00～ 小学校卒業式 羽咋小、瑞穂小、
邑知小 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

１3:00～ ４カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

１3:30～ 産業厚生常任委員会 市議会
第1委員会室 議会事務局

 18 ㈬ １0:00～ 小学校卒業式 粟ノ保小、西北台
小、余喜小 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～ BCＧ予防接種・育児相談 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） 　 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） 　 203会議室 総合窓口課

 19 ㈭ １0:00～
１１:30 プラス10教室

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

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

 22 ㈰ １4:00～
１5:00 おはなし会（語り） コスモアイル羽咋 図書館

 25 ㈬ １3:30～
１5:00 ゲートキーパー養成講座

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

 28 ㈯ １4:00～
１5:40

図書館映画上映会
「ターボ　特別編」(約96分) コスモアイル羽咋 図書館

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

羽咋市からの情報として、1市3町の広報
紙に「第１回峨山道トレイルラン」を紹
介しました。

七尾市

志賀町

能登和倉万葉の里マラソン2015

　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15日㈰　10：00～
場所　和倉温泉周辺
牡蠣フェスティバル　10：00～18：00
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）

　家族と、友人と”桜の里”宝達志水町
でお花見しませんか。
日時　４月19日㈰　10:00～
場所　白虎山公園（敷波）
問　宝達志水町商工会
　　（☎0767-28-2301)

ちょっと一息！
もてなしフェア

　８人の作家によるバラエティ豊かな作
品をご覧ください。
期間　３月15日㈰～22日㈰
場所　ふるさと創修館（末坂）
入場料　無料
問　高柳（☎0767-76-1857）

いするぎ８人展

宝達志水町
桜まつり

中能登町
22th　BRITISH　CLASSIC　MARATHON　2015

日時　４月18日㈯　14：00～16：30
場所　羽咋自動車学校
主催　BRITISH　CLASSIC　MARATHON　実行委員会
内容　英国産クラシックカーの展示やタイムレースが行われます。
　　　（詳細は４月号掲載予定）

問い合わせ　市商工観光課（☎22-1118）

市

市

市

市



菅
す が

池
い け

の箕
み

づくり
（菅池町：技術保持者 北原國夫）
市指定文化財　無形文化財
（昭和50年８月８日指定）

　菅池町の箕
み
づくりの技法は、鎌倉時代に平家の落

おちうど
人が伝えたと

されています。藤
ふじ
箕
み
と言い、藤

ふじ
の皮と割ったヤダケを格子状に編

んで作ります。消耗しやすい先端部には、ヤマザグラの皮を編み
込んで補強するなど独特の技法が見られます。材料の採集、加工
も含めた、制作の工程が伝統的な本来の技術のまま継承されてお
り、本市の中山間地域の生業の歴史を知るうえで重要です。
　最盛期は、明治から大正期で、年間３～５万枚を生産し、主に
北海道方面へ出荷されていました。昭和30年代には、工場生産
されたプラスチック製の安価な箕が流通し、天然素材のものは需
要が減り、生産者も激減しました。今では、その技術を持つのは、
一人となり、縁起物の福箕を作るなどして、技術の継承に努力さ
れています。

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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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

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＞

豆腐しらたま団子の
すまし汁

材料（４人分）
・白玉粉 …………… 50㌘
・絹ごし豆腐 ……… 50㌘
・生シイタケ ……… ４枚
・ニンジン ………… 1/4本
・乾燥ワカメ ……… ２㌘
・だし汁 …………… ３カップ
・塩 ………………… 小さじ1/2
・薄口しょうゆ …… 小さじ１
・みりん …………… 小さじ１

①ニンジンは輪切りにして、型抜きし、余った部分はみじん切
りにする。
②シイタケはかさの部分に切り目を入れる。
③豆腐をボールに入れてつぶし、白玉粉、ニンジンのみじん切
りを混ぜ、団子をつくる。
④だし汁に、塩、しょうゆ、みりん、ニンジンを入れ、ニンジ
ンが軟らかくなるまで煮る。
⑤団子をそっと入れて、浮き上がってくるまで火を通し、シイ
タケ、水で戻したワカメを加えてひと煮立ちさせる。

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　68㌔㌍
・塩分　　　　1.1㌘

ポイント
・豆腐は水切り不要です。白玉粉と豆腐は同量です。
・白玉粉に豆腐を加えると、餅のようにのびたり、ふやけ
たりしにくいので食べやすいお団子になります。

編 集 後 記
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■１月から２月にかけて左義長や節分、起舟祭な
ど、一年の健康や安全を祈る行事が各地で行われ、
年の始まりを感じました。そうした行事の中から
正覚院で行われた追儺の豆まきを今月の表紙にし
ました。女の子の園児が赤鬼目掛けて豆を投げる
顔がとてもインパクトがありました。大きな赤鬼
が園児らを怖がらせる中、恐る恐るでもちょっぴ
り楽しそうに豆を投げる様子が撮影していて楽し
かったです。寒い中、子どもたちが元気よくは
しゃいでいる姿を見ていて、こちらも元気をもら
いました。  広報広聴係　宮谷孝男


