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特集 羽咋市ふるさと寄付金
～あなたの意志をふるさとに～

平成27年７月より、リニューアル！

生まれ変わったＵＦＯ団をよろしくお願いします♪

U
F
O 団

美しい

ふるさと

応援

　「ふるさと寄付」「ふるさと納税」とは、自分が応援したい、ふるさとなどの自治体に対して寄付をすると、寄
付額のうち2,000円を超える部分が、所得税・個人住民税から一定の上限まで控除される制度です。さらに羽咋市
では、寄付のお礼に特産品と特典付き団員証をお送りしています。
　国は、ふるさと寄付金制度を平成27年１月１日から改正しています。羽咋市では、７月１日からお礼の特産品
を大幅に増やすなどのリニューアルを行いました。
　今月は、国の制度改正を含め、リニューアルした羽咋市のふるさと寄付金制度を紹介します。

★ここが新しくなりました★

その１　特産品が大幅に増え、寄付金額に応じて選択可能に！

その２　特典付き団員証を利用できる店舗数が拡大！

その３　ふるさと寄付枠が約２倍に拡大！

その４　「ワンストップ特例制度」を利用すれば、寄付金控除に
　　　　必要な確定申告が不要に！

26種類から

120種類に

増えました！

19店舗から
34店舗に
増えました!
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その２　特典付き団員証を
　　　　利用できる店舗数が拡大！
　５千円以上ご寄付いただいた人全員に、特典付き団員証を贈呈します。
　以下の店舗で提示することにより、さまざまな優待サービスが受けられます。
　サービスの内容はパンフレットやホームページなどでご案内しています。
　ぜひお立ち寄りください！ 団員証見本

※有効期間は１年間です

お食事 トラットリア アリエッタ、オレンジガーデン、中国料理 開口笑、香華園、おこのみ だん喜、
お好み焼 Ruru、ゴーゴーカレー羽咋スポーツプラザ店、くりかわ

施設利用 休暇村 能登千里浜、コスモアイル羽咋、ユーフォリア千里浜、ちりはまホテル ゆ華

お買い物 あさお 樹庵、アイビーフラワー、うらべ洋菓子店、カナイ、神音カフェ、お菓子処 佐吉庵、
シャルドン、大社焼、高澤醸造、千里浜レストハウス、御菓子司 八野田、（有）花のあだち、
ベルン、モリモト

　１万円以上ご寄付いただいた人へ、羽咋市特産品を贈呈します。
　寄付金額に応じて、特産品が全120種類から選べるようになりました。
　たくさんの市内のお店に協力いただいており、羽咋を感じられるおすすめの
品々です！
※2・3ページ上下部に掲載している特産品はほんの一部です。
　すべての特産品はパンフレットやホームページなどでご案内しています。

その１　特産品が大幅に増え、寄付金額に
　　　　応じて選択可能に！ 寄付金額 特産品数

１万円以上 54種類
２万円以上 27種類
３万円以上 15種類
５万円以上 12種類
10万円以上 ７種類
20万円以上 ５種類
合計 120種類

団員証を利用できるお店
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その３　ふるさと寄付枠が約２倍に拡大！

　ふるさと寄付をした際に受けられる控除の上限額（ふるさと寄付枠）が約２倍に拡大されました。
　（平成27年１月１日以降の寄付分から）
※ふるさと寄付枠は収入や家族構成によって異なります。
※詳しくは、市税務課にお問い合わせください｡（☎22-1113）

【控除額の計算】　次の①～③の合計額が控除額となります。
①所得税からの控除 = （寄付額－2,000円）×（所得税の税率×1.021）
②個人住民税からの控除（基本分） = （寄付額－2,000円）×10％
③個人住民税からの控除（特例分） = （寄付額－2,000円）×（100％－10％（基本分）－所得税の税率×1.021）
※③の特例控除額は住民税の所得割額の２割が上限となります（以前は１割が上限）。
　特例控除額が上限を超えない場合、寄付額のうち2,000円を超える部分が全額控除されます。

その４　「ワンストップ特例制度」を利用すれば、
　　　　寄付金控除に必要な確定申告が不要に！

　ふるさと寄付金による税の控除を受ける場合、本来であれば寄付者自身で確定申告を行う必要がありますが、次
の①～③の全てに該当する人は、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をせずにふるさと寄付の
税の控除を受けることができます。
①ふるさと寄付先団体が５団体以内
②ふるさと寄付金に関する税の控除を受けるためだけに、確定申告する人
③平成27年４月１日以降に寄付をされた人

【手続きの流れ】

「羽咋市版ふるさと寄付金申込書」を羽咋市秘書室宛に提出
郵送、ファクスにより送付いただくか、直接、市秘書室へご持参ください。
※次のURLからパンフレット・申請書のダウンロードやWEB申込みもできます。
　ホームページURL http://www2.city.hakui.ishikawa.jp/tax/

寄付金の払い込み

口座振込・郵便振込・現金書留・直接寄付金持参　のいずれかを選択できます。
（平成27年秋　クレジットカード決済を導入予定）

確定申告をする場合

特産品、団員証、寄付金受領証明書が届き
ます。

ワンストップ特例制度を利用する場合

特産品、団員証、寄付金受領証明書、申告特例
申請書が届きます。

確定申告をする
寄付金受領証明書の添付が必要です。

申告特例申請書を提出
市秘書室（寄付先）宛にご提出ください。



No.758 2015年８月 広報はくい　5

寄付金の使い道
　　　　　　　　について

９つの分野から１つ
　　　　　使い道を選べます

①福祉分野
（高齢者福祉の充実、若者・子育て世代支援など）
②安全・安心分野　
（地域防災の充実、交通安全・防犯対策の推進など）
③教育・スポーツ分野　
（学校施設・教育環境の充実など）
④産業・観光分野　
（農林水産・商工業の振興、観光交流の推進）
⑤自然環境分野　
（千里浜海岸、棚田など自然環境保全）

⑥文化財分野　
（文化財の保存、折口文学の普及推進など）
⑦市民協働分野
（市民活動、ボランティア活動の推進）
⑧市民憲章推進分野
（市民憲章の普及推進活動の振興）
⑨おまかせ（使途指定なし）

これまでの実績
　　　　　　　　について

市内外から多数の
　　� ご寄付をいただきました

年度 寄付金額（円） 件数（件）

平成24年度 3,371,580 135

平成25年度 4,963,818 144

平成26年度 6,806,220 431

問い合わせ・申込み　市秘書室
〒925-8501　羽咋市旭町ア200番地（☎0767-22-0771　FAX0767-22-8109）

ご寄付ありがとうございます
　平成26年12月から平成27年５月までの間に、多くの皆様から、次のとおり各分野へご寄付を賜りました。
　お礼と感謝を申し上げますとともに、市を応援してくださる皆さまのご厚意にお応えできるよう努力して
まいります。
　（以下、分野別50音順・敬称略）

【福祉】
上谷哲也（東京都）、土田米藏（神奈川県）

【教育・スポーツ】
遠藤博之（東京都）、柴田龍弘（東京都）

【産業・観光】
犬塚清美（東京都）、庄子薫（京都府）
竹村和彦（大阪府）

【自然環境】
井上勲（大阪府）、土田祐士（神奈川県）
野上彰子（愛知県）、平川明日香（東京都）
山川富雄（千葉県）、山口真悟（金沢市）

【文化財】
土田祐士（神奈川県）、山田義房（神奈川県）

【市民協働】
細川周二（東京都）

【市民憲章】
備後葵（大阪府）、備後友加里（京都府）

【おまかせ】（使途指定なし）
嵐巖（東京都）、岩城勇正（大阪府）、田中正美（埼玉県）
藤田雅子（東京都）、松田秀治（釜屋町）、渡辺武雄（福島県）
※そのほか掲載を希望されない方々からも多数のご寄付を

いただいています。

※パンフレットの送付も行いますので、お気軽にお問合わせください。
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平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度（千円） （件数）
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「地域で支える認知症ケア」講演会を開催　
　６月24日、市役所で市地域包括支援センターによる認
知症講演会が開催されました。
　民生委員やボランティアなど約60人が参加。講師を務
めたNPO法人ニットの加納央代表は、認知症の人の気持
ちを理解してあげることや寄り添うことの大切さを強調し、
また、家族・地域住民・介護サービス提供者が互いに協力
し合い、支援する必要があると説明しました。
　参加者からは「学んだことを活動に生かしていきたい」
などの感想が聞かれました。

石川コンファレンスin羽咋
　６月27日、第45回石川コンファレンスin羽咋（日本青
年会議所主催）が開催されました。
　会場のコスモアイル羽咋では、９つの体験を楽しめる、
“たからいち”と題して県内各地の伝統工芸や食、産業な
どの各体験ブースが設置され、多くの親子連れでにぎわい
ました。
　また、大ホールでは、東日本大震災の被災地の人たちへ
の思いを込めた歌が瑞穂小学校児童により合唱されたほか、
有名スポーツ選手がパネリストとなり、「夢をつなぐ」と
題したフォーラムも開かれました。

第58回市民体育大会
　７月５日を中心に、第58回羽咋市民体育大会が行われ、
18種目で熱戦が繰り広げられました。総合優勝は羽咋地区、
２位は邑知地区、３位は千里浜地区でした。
各地区の優勝競技　◇羽咋＝野球、ソフトテニス、バスケッ
トボール、剣道、弓道、ボウリング　◇千里浜＝ソフトボー
ル、水泳、グラウンドゴルフ（男）　◇富永＝テニス、バレー
ボール（男）、バドミントン、セーリング　◇一ノ宮＝陸上
（女）、バレーボール（女）　◇上甘田＝綱引　◇邑知＝陸
上（男）　◇余喜＝卓球（男）、卓球（女）　◇鹿島路＝ゲー
トボール、グラウンドゴルフ（女）、ゴルフ

認知症の人の気持ちを理解する

親子連れが伝統工芸を体験

羽咋地区が総合優勝、６種目制す

懸命にシュートする選手と
ブロックする選手（バス
ケットボール・羽咋中）

絵付け体験を楽しむ親子

的に向かって一点集中して
矢を放つ選手（弓道・羽咋
運動公園弓道場）

認知症のケアについて説明を受ける参加者
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神子の里で創業感謝祭
　７月５日、農産物直売所“神子の里”（神子原町）で創
業感謝祭が行われました。
　竹をテーマにした体験コーナーでは、青竹を加工して飯
ごうを作り、ご飯を炊いて味わうイベントが開催されまし
た。参加した女の子は、大人に教わりながら、かなづちや
のみを使って一生懸命、竹をたたき、割れた瞬間に笑みを
みせていました。
　また、会場には竹で作った巨大なブランコが設置され、
ブランコに乗った子どもは「気持ちいいー」と笑顔で楽し
んでいました。

青竹を使って楽しむ

かなづちを使い竹割りに挑戦する親子

余喜保育所で食育教室
　７月９日、余喜保育所のさくら組の園児７人が、子ども
食育応援団の山口拓男さんから、すまし汁やみそ汁を作る
際のだしの取り方を習いました。
　翌日10日には、実際にみそ汁作りに挑戦。昨日教わった
とおり、だしを取り、食育ボランティアや先生方の助けを
借りながら、包丁を使って、ジャガイモと玉ねぎを切りま
した。子どもたちは協力してみそ汁を完成させ、かまどで
炊いたごはんと一緒に食べました。
　「自分で作ったからおいしい」と笑顔で答えてくれた子
どもたち。料理の大切さや食べることの喜びをしっかりと
学習することができたようでした。

食の大切さや喜び学ぶ

リハビリして、元気に100歳迎える
　７月14日に眉丈園（的場町）で、100歳の誕生日を迎
えた猿田登美子さん（四町）に、山辺市長が「猿田さん
が100歳を迎えられたことで、羽咋市では25人の方々が
100歳以上となりました。猿田さんのように元気に100歳
を迎えられる方が増えており、大変うれしい」とお祝いの
言葉を述べ、花束と商品券を贈りました。
　猿田さんは「ありがとう」と笑顔で喜びました。
　毎日、歩行器を使って歩く練習を行っている猿田さん。
「アッコラ、アッコラ」との掛け声とともにリハビリを頑張っ
ており、歩行器を使って、かなり歩けるようになったそうです。

猿田登美子さん、100歳おめでとう

山辺市長からお祝いの花束を受け取り、笑顔の猿田登美子さん

栄えある叙勲受章おめでとうございます
　40年の長きにわたり高校教師として生徒の
育成や指導に携わり、そのうち21年間を羽咋
高校に勤務し、羽咋高校校長も務めるなど、学
校教育に尽力されました。　
　「名誉あることで、大変恐縮しています。あ
りがとうございます」と受章の感想を述べられ
ました。

瑞宝小綬章

山
やまざき

﨑　省
しょうご

吾さん
（88歳、本町）

巨大ブランコを楽しむ
女の子

昆布でだしを取る
子どもたち

自分たちで作ったご飯を食べ、
「おいしいね」
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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か月児健診（平成27年４月生）
　８月25日㈫　13：00～13：30
●１歳６か月児健診（平成26年１月生）
　８月20日㈭　12：45～13：30
●３歳児健診（平成24年３月生）
　８月 ５日㈬　12：45～13：15
※乳幼児健診などの日程は、市ホー
ムページでも確認できます。

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、祝日

催 し 物

☆育児講座
　８月５日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「英語であそぼう｣
　講師：村田千里さん
☆育児相談
　８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
　８月19日㈬
　午前10時30分～11時30分
☆お楽しみデー
　８月26日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：千里浜保育所

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､保育所
(園)・認定こども園で、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
保育所（園）　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）
認定こども園　羽咋幼稚園（☎22-5318）、羽咋白百合幼稚園（☎22-0498）
※こすもす保育園では月～金の上記時間中、子育て支援室や園庭を開放しています。
　また、羽咋幼稚園では、４月・５月・９月の上記時間中、園庭を開放しています。

と　き 内　　容 ところ
８月３日㈪ パチャパチャ水遊びをしましょ！ 邑知保育園

４日㈫ 寒天であそぼう こすもす保育園
５日㈬ ミニプールで遊ぼう 西北台保育所
６日㈭ プール遊び 千里浜保育所
７日㈮ 水あそび（貝拾い）をしよう とき保育園
７日㈮ 水あそびをしよう 羽咋白百合幼稚園
11日㈫ プールであそぼう こすもす保育園
17日㈪ 絵の具であそぼう 邑知保育園
18日㈫ プールであそぼう こすもす保育園

　 �大きくなったね（身体計測）
　20日㈭ プール遊び 千里浜保育所
21日㈮ 水あそび（ハンドペインティング）をしよう とき保育園
21日㈮ 水あそびをしよう 羽咋白百合幼稚園
25日㈫ ★オカリナ演奏をきいてみよう　 こすもす保育園
27日㈭ 夏祭りごっこ 千里浜保育所
28日㈮ シャボン玉とんだ～♪ 羽咋白百合幼稚園

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　※お盆休みは、13日㈭～15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
８月 ★ 1日㈯　午後2時 おたのしみ会
　　★  ８日㈯　午後３時 野外炊飯　　　定員：15人　参加費：100円
　　 ★20日㈭　午後３時30分 子ども縁日　　　　　　　　 参加費：100円
　　★21日㈮　午後2時 パントマイム「チカパンの大道芸!!」公演

場所：老人福祉センター・大広間　参加費：無料
　　★22日㈯　午後2時 グラウンドゴルフクラブ（雨天時29日）
★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
８月25日㈫　午前10時～ 11時
「オカリナ演奏をきいてみよう」
講師　松本享子さん
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新着図書のご案内

武道館(朝井リョウ)持たざる
者(金原ひとみ) 偽装(笹本稜
平)明日の色(新野剛志)私と、
妻と、妻の犬(杉山隆男)ヒポ
クラテスの誓い(中山七里)山
月庵茶会記(葉室麟)流(東山彰
良)天下[上・下](火坂雅志)森は
知っている(吉田修一)少年時
代(安野光雅)余命(五木寛之)
孫物語(椎名誠)旅といっしょ
に生きてきた(橋田壽賀子)忘
れられた巨人(カズオ・イシグ
ロ)豊臣大坂城(笠谷和比古)三
国志の魅力(渡邉義浩)考え方
ひとつで人生は変わる(稲盛和

夫)死ぬまでに見たい日本の花
絶景旅(実業之日本社)多数決
を疑う(坂井豊貴)福井モデル
(藤吉雅春)いちばんやさしい
はじめて使う介護保険(角田と
よ子)男がつらいよ(田中俊之)
ルポ保育崩壊(小林美希)思春
期男子の育て方(小崎恭弘)

いのちのパレード(八束澄子)
ベッツィ・メイとこいぬ(イー
ニッド・ブライトン)世界でいち
ばんすばらしいもの(ヴィヴィ
アン・フレンチ)カワと7にん
のむすこたち(アマンジ・シャ

クリー)リンドバーグ(トーベ
ン・クールマン)けんかともだ
ち(丘修三)まほうのかさ(小沢
正)やぎのしずかのしんみりし
たいちにち(田島征三)ともだ
ちってだれのこと？(岩瀬成子)
つきよのくろてん(手島圭三
郎)もりのホテル(ふくざわゆみ
こ)そよそよとかぜがふいてい
る(長新太)うさぎちゃん(せな
けいこ)かき氷(細島雅代)「和
食」って何？(阿古真理)よのな
かを変える技術(今一生)命を
救われた捨て犬夢之丞(今西乃
子)明日をつくる十歳のきみへ
(日野原重明)おどろきいっぱ
い！トマト(ひさかたチャイルド)

■開館時間
　午前８時45分～午後６時

■８月の休館日
　夏休み期間、図書館は休まず毎日開館し
ます。
　読書感想文など夏休みの課題は、図書館
の資料を利用して早めに片付けましょう。

■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
？（はてな）の答え 戦争について考えよう

「なぜ名前だけがでてこないのか / 澤田誠」 「せかいでいちばんつよい国 / デビッド･マッキー」
　人や物の名前を忘れるのは、記憶力が低
下したのではない。｢記憶を引き出す力」
を鍛えることが大切と脳神経科学を専門に
研究している著者が、脳のメカニズムとと
もに説いている。情動を動かす、ウォーキ
ング、長風呂健康法などで記憶力を高める
という、うれしい話もある。

　自分たちの暮らしほど素敵なものはない
と信じ、世界中の人々を幸せにするために
他の国を次々と征服してきた大きな国の大
統領。最後に小さな国に攻め込むが、兵隊
のいない国は歓迎し、もてなす。単純化さ
れた明るい色彩の絵が「戦争に勝つことが
幸せ？」と問いかける。

一般向け 子ども・ティーン向け

■わくわくおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　８月８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　８月24日㈪ 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

 図書・雑誌リサイクル
図書と雑誌（平成24年４月～平成25年３月まで
のもの）のリサイクルを行います。
図書30円/冊、雑誌20円/冊で収益金は図書の購
入費に使用させていただきます。
期　間　８月１日㈯～ 19日㈬
場　所　図書館内
問い合わせ　市図書館（☎22-9777）
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羽咋の思い出
　私が18歳で羽咋を離れてから、
もう57年が過ぎました。東京で50
年住み、５年前から宮城県で家庭菜
園を楽しんでいます。
　羽咋の思い出を振り返ると、まず、
思い出すのが、60年前の全国合唱
コンクールに、羽咋中学校合唱部の
部員として参加したことです。同コ
ンクールで優良校にも選ばれ、その
記念に同窓会も立ち上げられました。
　昨年、お亡くなりになってしまい
ましたが、顧問の山崎梅吉先生を中
心に、数年に一度、羽咋に集まって、
親交を深めてきました。
　今年も６月に同窓会があり、現
在では75歳になった老男女23人が、
60年前の当時を思い出し、声を張
り上げて、羽咋中学校の音楽室で合

唱する機会もいただきました。
　また、こんなに新しく素敵な校舎
で学校生活を送れる、今の中学生は
何と幸せなんでしょう、と感心もし
ました。
　私が小学生の頃は、戦後の貧しい
時期で、春は4、5人でバケツを持っ
て海に行き、バケツに持てるだけの
蛤を集めて、海水を入れて持ち帰り
ました。子どもの腕には重かったは
ずですが、苦になった記憶はありま
せん。家に着いた頃には、バケツの
水が、かなりこぼれて少なくなって
いました。
　秋は的場町の麦畑を歩き、道のそ
ばに実った稲穂を採り、口の中でガ
ム状にして楽しんでいました。
　中学生になると、羽咋神社の境内

に集まり、時には気多大社にまで足
を延ばし、他愛もない話で盛り上が
り、誰かが何か言うたびにみんなで
大笑いしていました。何があんなに
おかしかったのでしょうか。
　高校生になると、4、5人で妙成
寺に出かけたりしました。当時は木
造の小さなお寺で、その回廊に腰か
け、夢中で話し込んでいました。恋
話でもしていたのだと思います。
　10年程前に妙成寺に行ってみる
と、大変立派なお寺になり、庭も見
違えるようでした。観光バスも何台
も来ており、誇らしい事ですが、思
い出すのは常に古い妙成寺と若い頃
の友人たちです。
　また、いつの日か、帰省したいと
思います。

コスモアイル
羽咋に行って
きました。

コスモアイル羽咋

　今月は、あばれ祭りや外国語指
導の友人たちの送別会など、イベ
ントがたくさんありました。そん
な中、ついに世界的に有名な、あ
のコスモアイル羽咋に行ってきま
した！子どもの頃、私は天文学者
になるのが夢で、宇宙に関するこ
とは何でも大好きでした。コスモ
アイル羽咋は、とても楽しいとこ
ろで、実際に宇宙から帰還した宇
宙船の一部や機械が展示されてい
ることに感動しました。内装も素
晴らしく、エレベーターの中にた
くさんの惑星や星が隠されていた
のには驚きました！

*Cosmo* *Isle*

Aside  from going  to Abare 
Matsuri and having a number 
of  soubetsukai  events  to 
see off my JET  friends  that 
are  returning  to  their home 
countries soon I finally made
it  to Hakui's world-famous 
Cosmo Isle! As a child I wanted
to  be  an  astronomer,  and 
as such  I've  long had a deep 
love of all  things  related to 
outer space. Cosmo Isle was 
a lot of fun, I was amazed to 
see that they had real parts 
of  craft  and machines  that 
had actually  been  in outer 
space!  It's just as cool  inside 
as  it  looks  outside! Going 
with  my  fr iend,  we  were 
surprised  by  the  elevator, 
wh ich   had   a   number   o f 
hidden  planets  and  stars 
hidden inside!

宇宙をイメージする造形物

北
きたやま

山　明
あき

子
こ

さん
（旧姓：縄谷、75歳）

（島出町出身、
　宮城県名取市在住)
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　羽咋に移住して７年目を迎えた屋
後浩幸さん。菅池町で地元の方々の
サポートも受けながら、農業に励ん
できました。　
　もともと、大阪生まれで広島育ち
の屋後さんが、なぜ、羽咋市で農業
を始めようと思ったのか、お話を伺
いました。
　大学時代に将来、どういった仕事
に就こうか決めかねていた屋後さん
は、卒業して間もなく、自分を見つ
めなおすため、社会勉強も兼ねてイ
ンドやパキスタン、中国に一人で旅
行に行きました。
　インドでは、空腹で苦しむ子ども
たちが、観光客の持っている食べ物
を欲しがる光景を目の当たりにしま
した。屋後さんは、食べ物の大切さ
を再認識し、帰国後は人から感謝さ
れる仕事をしたい、と強く感じまし
た。その思いは自分が作った野菜を
多くの人に食べて喜んでもらうため、

農業をしたい、という動機につながっ
ています。しかし、当時は全く農業
の知識がなく、栃木県の農家で研修
を受け、有機栽培農業についてのノ
ウハウを勉強しました。
　その後は３年間、インドネシアで
も有機栽培農業の普及に努めました。
帰国後は祖母や親戚が住んでいる石
川県で農業を行いたい、との思いか
ら石川県内で自分の新しい住居と農
業のできる環境を探しました。
　祖父母が暮らしている田舎に戻
ることを最近では「孫ターン」とも
呼んでいるそうですが、屋後さんは、
まさに「孫ターン」という移住の代
表的な事例にもなり、インターネッ
ト上でも取り上げられています。結
果的に、羽咋市の菅池町で、屋後さ
んが思い描いていた家屋と農業ので
きる環境が見つかり、現在ではすっ
かり菅池町の住人として、充実した
生活を送ることができている、との

ことです。
　「当初、全く知らない集落に飛び込
んでいき、不安だったが、周りの人
たちや先に移住された方が温かく迎
えてくれたのが本当にうれしかった。
私たちのような移住の先駆者同士が
つながり、ネットワークを築き、新
たな移住者が地域になじんでいける
よう、フォローしていきたい」と移
住者同士のつながりの重要性につい
ても話してくれました。　
　屋後さんは現在、新たな試みとし
て、自然栽培にも取り組んでいます。
自然栽培は、肥料すら一切使用せ
ず、自然界の環境に限りなく近づけ
て、農産物を栽培する方法です。育
てるのは難しいですが、安全性を徹
底的に追求した野菜が収穫でき、現
在では少しずつ、収穫量を増やすこ
とができているそうです。

羽咋に「孫ターン」、移住して７年。自然栽培農業にトライ!

悲惨な事故から30年
メッセージに込める想い

　昭和60（1985）年8月12日、
群馬県上野村にある御巣鷹山に
日航機が墜落してから今年で30
年。慰霊登山をする人は高齢な人
が多く、普通に登るだけでも困難
な状態です。そんな登山者の助け
になっているのが、市内に住む本
多一助さんが平成４年から毎年手
作りし、平成12年からは市立美
九里東小学校の５、６年生がメッ
セージを書き込み提供している
「つえ」です。

　今年も７月８日に同
校体育館に集まった児
童たちが、本多さんの

手作りのつえ100本に思い思いの
メッセージを書いていました。
　30年前の出来事のため、子ど
もたちは事故のこと
を知りませんが、話
に聞く悲惨な状況に、
各々の心に強い想い
が生まれたようです。

「みんなが安全に登山ができます
ように」「悲しい飛行機事故が起
こりませんように」と温かいメッ
セージに安全への願いが込められ
ていました。

想いを込めた→
メッセージを｢つえ｣に
書き込むこどもたち

屋
や ご
後　浩

ひろゆき
幸さん

（39歳・菅池町）
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羽咋市表彰式 市制記念日に11氏を表彰

問い合わせ　市秘書室・秘書都市交流係（☎22-0771)

　平成27年羽咋市表彰式が、市制施行記念日の７月
１日、市役所で山辺市長ら関係者が出席して行われ、
社会福祉、自治、交通安全、医療、文化、社会教育、
産業の７分野で貢献のあった11氏を表彰しました。
表彰された人は、次の皆さん。

【社会福祉】井表　義光 氏（85歳・本町）
【自　　治】今井　憲昭 氏（故人・南中央町）
【交通安全】表　　光雄 氏（69歳・千里浜町）
【医　　療】髙井　勇學 氏（65歳・的場町）
【社会福祉】西山　外雄 氏（87歳・一ノ宮町）
【自　　治】橋本　憲和 氏（80歳・御坊山町）
【文　　化】堀井　新一 氏（62歳・一ノ宮町）
【社会教育】森　　武之 氏（63歳・下曽祢町）
【医　　療】山下　　登 氏（75歳・西釜屋町）
【社会福祉】山中　松男 氏（故人・的場町）
【産　　業】横井　　進 氏（76歳・四柳町）

山辺市長、新田議長を囲んで記念撮影する被表彰の出席者

　　　　　

　　　

祝　関東羽咋会設立

児童扶養手当、特別児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費受給資格

会員募集中

現況届の提出はお早めに

　羽咋市出身者による関東羽咋会の設立総会が、６月27日㈯に東京都
千代田区のホテルルポール麹町において、約100人が出席し、盛大に開
催されました。　
　今後は、会員相互の親睦を深めるとともに、市との交流活動を通して、
移住・定住推進やふるさと寄付など市を支援する活動を行う予定です。
　入会を希望される方は、下記事務局までお問い合わせください。
　関東羽咋会事務局　迎（☎090－4056－7567）
　　　　　　　　　　　 （Ｅ-mail:mukai036osamu@hotmail.co.jp）

　ひとり親家庭等に支給されている「児童扶養手当」、障がいのある子どもを養育している人などに支給され
ている「特別児童扶養手当」及び「ひとり親家庭等医療費助成制度」の受給資格のある人は、年１回現況届の
提出が必要です。
　この届は、今年８月分からの手当を受けられるかどうかを調査する大切なものです。
期間中に手続きをしなかった場合は、支払期日に手当が受けられなくなります。
　また、２年間現況届を提出しなかった場合は、受給資格がなくなります。

問い合わせ・提出　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114)
援護係（☎22-3939）　

現況届の種類 届出期間 届出場所
児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費受給資格

８月３日㈪ ～８月31日㈪
（土日を除く） 子育て支援係⑩番窓口

特別児童扶養手当 ８月11日㈫ ～９月10日㈭
（土日を除く） 援護係⑪番窓口
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　羽咋市では「環境にやさしいまちづくり」を推進するため、住宅用太陽光発電システムを設置する人のほか、
今年度から、住宅用リチウムイオン蓄電池システムを設置する人も補助対象に追加します。
　同一申請者が、住宅用太陽光発電システムと住宅用リチウムイオン蓄電池システムの両方の補助を受けるこ
とも可能です。
■対象
　自ら居住する市内の住宅にシステムを設置する人か、建売住宅供給者から自ら居住するために市内のシステ
ム付住宅を購入する人
※住宅用リチウムイオン蓄電池システムの補助対象機器は、国が実施する「定置用リチウムイオン蓄電池導入

支援事業費補助金」の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより指定されたものとし
ます。設置予定の機器が補助対象となるかどうかは、一般社団法人環境共創イニシアチブ

　のホームページで確認してください。
■補助額
　太陽光発電システムもリチウムイオン蓄電池システムも、どちらも同額の補助となります。
　・市内在住者の人：一律５万円（全額を地域商品券で交付）
　・転入者の人：一律10万円（半額を地域商品券、半額を現金で交付）
※転入者とは、他の市町村に住所を定める人で、羽咋市において新たに住所を定め、転入届出
　後３年以内に本市に住宅を取得すると同時にシステムを設置する人、もしくはシステムが設置された住宅を

購入される人をいいます。
■申請方法
　設置工事前（住宅購入前）に「補助金交付申請書」を提出してください。申請書については、市環境安全課

窓口または市ホームページから取得できます。また、本事業は予算がなくなり次第、受付終了となります。
■その他
　国や県の補助金制度とあわせて利用することができます。

広　告　欄

　市ファミリーランドなど（眉丈台地自然緑地公園内）について、次期指定管理者を募集します。
■募集施設　ファミリーランド、ちびっ子自然センター、ふれあいキャンプ場
■指定期間　平成28年４月１日から平成31年３月31日までの３年間
■募集期間　８月３日㈪から９月30日㈬
■選定方法　審査基準などの詳細は募集要項などでご確認ください。
※募集要項などの資料は、市環境安全課で配布します（市公式ホームページからもダウンロード可）。

問い合わせ・申込み　市環境安全課（☎0767-22-7137）

指定管理者を募集 市ファミリーランドなど

　　　住宅用太陽光発電システム補助
リチウムイオン蓄電池システム補助 助成対象を拡大

問い合わせ・申請　市環境安全課（☎22-7137）



14　広報はくい No.758 2015年８月

　

広　告　欄

16：30～16：50　羽咋高校軽音楽部　ライブ　　　19：50～20：05　きらきらKids　
16：50～17：05　バトン　アミュージング　　　　20：05～20：20　越路野子ども登龍太鼓
17：10～17：20　羽咋幼稚園鼓笛演奏　　　　　　20：20～20：35　ベリーダンス　　　
17：30～17：45　親子はまぐり音頭踊りパレード　20：40～21：25　カラオケのど自慢
18：00～18：35　踊りパレード　はまぐり音頭　　21：25～21：40　羽咋市太鼓連絡協議会
18：40～18：55　お笑いライブ　　　　　　　　　21：40～21：45　カラオケのど自慢　結果発表
　　　　　　　　　　　吉本芸人「ザ・パンチ」　　　　
19：00～19：10　お楽しみ抽選会、表彰式　　　　17：00～22：00　お楽しみ夜店　
19：10～19：25　羽咋Jr．リズムダンス教室　　　　　　　　　　　  　路上パフォーマンス　
19：25～19：50　神子原獅子舞　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・宇宙人観光アテンダント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「サンダーくん」
※プログラムは都合により、一部変更する場合があります。

８月１日㈯　16：30～
パセオ通り特設会場

今年は踊りパレードにコンテストを実施

神子原獅子舞 「ザ・パンチ」
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　限度額適用認定証は、羽咋市国民健康保険（国保）に加入されている人が、治療を受ける場合の医療費の
自己負担限度額を病院などの医療機関に示すものです。
　医療機関の窓口に保険証と併せて提示することにより、１カ月間（１日から末日まで）の窓口負担額が個
人単位で、医療機関ごとに自己負担限度額までとなります。
　限度額適用認定証は、７月末が有効期限となっていますので、引き続き必要な人は、８月中に限度額適用
認定証の交付を申請してください。

国民健康保険
限度額適用認定証 入院などで高額な医療費がかかりそうな時は申請を

申請・問い合わせ　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

■70歳未満の人の限度額
適用
区分 所得区分 自己負担限度額（月額）

ア 基礎控除後の総所得金額等が901万円超 252,600円＋（医療費－842,000円）
×１％（多数該当：140,100円）(※１）

イ 基礎控除後の総所得金額等が600万円超
～ 901万円以下

167,400円＋（医療費－558,000円）
×１％（多数該当：93,000円）

ウ 基礎控除後の総所得金額等が210万円超
～ 600万円以下

80,100円＋（医療費－267,000円）
×１％（多数該当：44,400円）

エ 基礎控除後の総所得金額等が210万円以下
（住民税非課税世帯を除く） 57,600円（多数該当：44,400円）

オ 住民税非課税世帯 35,400円（多数該当：24,600円）

・認定証の対象は、保険
が適用される医療費の
みです。差額ベッド
代・入院時食事代など
は含まれません。

・複数の医療機関で高額
な医療費を負担した場
合は、高額療養費支給
申請が必要になります。

・原則として国保税の滞
納がある世帯の場合に
は交付されません。※１　多数該当　過去12カ月間に４回以上高額療養費の支給があった場合の４回目以降の額

■70歳以上75歳未満の人（後期高齢者医療該当者を除く）の場合
　70歳以上75歳未満の人は、高齢受給者証（※２）を提示することで、限度額が適用されますが、次の所
得区分に該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付（申請が必要です）を受けることで、
より低額な自己負担限度額の適用を受けられます。

低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人
（低所得者Ⅰ以外の人）

低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除
（年金の所得は控除額を80万円として計算）を差し引いたときに0円になる人

※２　高齢受給者証  70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されま
す。70歳以上としての自己負担割合・自己負担限度額の適用開始は、70歳の誕生日の翌月（１日が誕
生日の人はその月）からです。
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羽咋消防署からのお願い

あなたにも救える突然死

問い合わせ　羽咋消防署予防係（☎22-0089）

申し込み・問い合わせ　羽咋消防署救急係（☎22-0089）

ダメ! ゼッタイ!! 子どもの火遊び!!

≪火遊びによる火災が増加中です！≫
　子どもたちだけで留守番をさせている間に、家にあるライターやマッチ
などを使用した火遊びで火災が多く発生しています。火遊びによる火災は
発見が遅れ、火災が拡大する要因にもなります。
　今一度、火遊びによる火災防止のポイントを確認しましょう。

火遊びによる火災防止のポイント
１　子どもだけを残して外出しないようにしましょう。
２　ライターやマッチは子どもの手の届かないところに置きましょう。
３　子どもだけで火を取り扱わせないようにしましょう。
４　火遊びをしているのを見かけたら注意しましょう。
５　火災の恐ろしさ・火の取り扱い方法についてきちんと教育しましょう。

※保護者の方へ
　火遊びによる火災をなくすためにも、大人が子どもたちに対して火災の恐ろしさや正しい火の取り扱い方
法を教える必要があります。子どもの火遊びによる火災が起こらないよう、もう一度子どもたちと火災の恐
ろしさ・火の取り扱いについて十分な話し合いをしましょう。

減らせ突然死 !!
　羽咋消防署では心肺蘇生法、AEDの使用を目的とした救急講習会を開催しております。
■目的　1　救命の連鎖と早期除細動の重要性を理解する。
　　　　2　心肺蘇生法と自動体外式除細動器（AED）について理解する。
　　　　3　基本的心肺蘇生法が実施できる。
　　　　4　正しく自動体外式除細動器（AED）を作動させ、安全に使用できる。
■内容　応急手当の重要性、基本的心肺蘇生法（実技）、ＡＥＤの使用法、異物除去法、止血法など

普通救命講習Ⅰ　 ３時間コース　
普通救命講習Ⅱ ４時間コース
普通救命講習Ⅲ　 ３時間コース　
上級救命講習　 　 ８時間コース
救命入門コース 90分コース

【救命の連鎖】における３つの輪
は、現場に居合わせた人によって
行われることが期待されています。
市民の皆さんは【救命の連鎖】を
支える重要な役割を担っています。
Let’s try !!　
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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

～夏の防犯対策～

　夏は、明るい時間が長くなるので、外出の機会が増えたり、外での行動時間が長くなったりします。女性や
子どもをねらった犯罪を防ぐために、危険を感じたときに逃げ込める場所を家庭、職場、学校で確認しましょう。

　

問い合わせ　免許助成について：市農林水産課（☎22-1116）  　　　　　　　
　　　　　　　　 狩猟免許試験について：石川県環境部自然環境課（☎076-225-1477）

　現在、羽咋市ではイノシシ被害が増加しています。しかし、その一方で銃猟免許取得者が不足しております。
そこで、羽咋市では平成27年４月１日から狩猟免許取得助成を実施しています。
■対 象 者　羽咋市に住所が有り、新規で狩猟免許を取得した人、石川県に狩猟者登録をした人、石川県猟友

会羽咋支部に加入し、有害鳥獣捕獲従事者として有害鳥獣捕獲業務を遂行できる人
　　　　　　上記、全てに該当する人
■助成金額　第１種銃猟免許　30,000円、第２種銃猟免許　30,000円、わな猟免許　10,000円
■申請に必要なもの　申請書、狩猟免許の写し、猟銃所持許可証の写し（第１種、第２種銃猟免許者のみ）、
　　　　　　　　　　石川県猟友会羽咋支部会費の領収書の写し　　
　なお、今年度の９月以降の狩猟免許試験日程は以下のとおりになっております。

狩猟免許取得に対して助成します狩猟免許の取得を希望する人へ

ハク太郎

■スマホや携帯電話を操作しながら歩かない！
　不審者に近付かれても気が付きません。
■夜間の外出に気を付ける！
　 明るい道を選び、もしものときの避難場所を確認しておきましょう。
■防犯ブザーを携帯する！
　すぐ使える状態で持ち歩きましょう。

日　時 場　所
平成27年９月19日㈯ 石川県地場産業振興センター
平成28年２月16日㈫ 七尾サンライフプラザ

※免許助成について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
　また、狩猟免許試験については、詳しくは石川県ホームページからも確認できます。
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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）

　この夏、昨年の第１回に続き、再
び羽咋の夜空に花火が舞う！頭上で
光りはじける圧巻の花火は羽咋なら
では！模擬店やアトラクションもあ
りますので、ぜひお越しください。
日時　８月22日㈯　17:00～21:00
花火の打ち上げは20:00～（雨天の
場合は８月29日㈯に順延）　　　
場所　眉丈台地スポーツ広場
※車でお越しの場合は、臨時駐車場
をご利用ください。詳しくは「はく
い花火大会」で検索！
問　市商工会青年部事務局
　　（☎22-1393）

　土器の野焼きや勾玉づくり・火起
こし体験・古代米（赤米）の試食な
ど、弥生時代の生活体験を行います。
７月の土器づくりに参加していない
人も気軽にご参加ください。
日時　８月22日㈯� 9：00～11：30
場所　吉崎・次場弥生公園
参加費　無料
問・　　市歴史民俗資料館
　　　　（☎22-5998）

　人権尊重意識を高めるための啓発
活動の一環として開催されます。
日時　８月30日㈰� 12：00～16：00
場所　コスモアイル羽咋
入場料　無料

間近から見れる羽咋の花火！
第２回はくい花火大会

日時　８月８日㈯　9：00～
場所　リサイクルセンター(滝谷町)
定員　20人　参加費　700円
持ち物　裁縫用具、布１枚
内容　古着を使って小物を作り、ご
みを出さない工夫と布の有効利用を
学びます。
講師　原田洋子さん
申込期間　７月29日㈬～８月７日㈮

日時　８月10日㈪、11日㈫
①10：00～、②14：00～の２回上
映します。
※『上映作品は当日のお楽しみ』です。
参加費　無料　　申込　不要
問　市図書館（☎22-9777）

日時　８月21日㈮
　第１回公演：10：30～11：30
　第２回公演：14：00～15：00
場所　老人福祉センター大広間(2F)
参加費　無料
問　千里浜児童センター
　　（☎22-6318）
　　�市社会福祉協議会
　　（☎22-6231）

広　告　欄

内容　①人権啓発講演会
「心のストレッチ」～感じる心を取
り戻しましょう～と題し、「それゆ
けアンパンマン」のバタコ役、「魔
女の宅急便」のジジ役で知られる声
優・歌手・劇作家の佐久間レイ氏が
絵本や物語を一人語りで演じ、歌を
交え、コンサートのような空間を創
り出します。ピアニストはさだまさ
しの娘、佐田詠夢さん。
②ハートフルコンサート
・羽咋幼稚園　ドリル演奏
・唐戸山神事太鼓保存会　太鼓共演
③人権啓発パネル・ポスター展、
　「一枚の絵てがみ」展
④相談コーナー (法律・心配ごと)ほか
問　石川県人権推進室
　　（☎076-225-1235）

日時　９月６日㈰　
　　　開演15:00（開場14:30 ～）
場所　コスモアイル羽咋　大ホール
出演　陸上自衛隊第10音楽隊
入場整理券は、８月７日㈮からコス
モアイル羽咋、市総合窓口課、各公
民館で配布。定員に達し次第終了。
問　市生涯学習課（☎22-9331）

募集種目
①一般曹候補生②自衛官候補生※③
航空学生④防衛大学校学生(推薦)⑤

図書館の映画上映会

古着のリフォーム教室（第5回）

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

弥生まつり2015

パントマイム芸人
「チカパンの大道芸 ! ! 」公演 申

「人権啓発フェスティバル
石川2015」開催

第20回自衛隊音楽隊定期演奏会

自衛官などを募集
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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

　６月１日より申請が始まっている
平成27年度子育て世帯臨時特例給
付金の申請期限が近づいております。
まだお済みでない人は、お早めの提
出をお願いいたします。
申請期間　６月１日㈪～９月１日㈫
平日：8：30～18：30
※郵送の場合は必着
申請先　市総合窓口課「子育て世帯
臨時特例給付金」⑦番窓口
問　市総合窓口課・国保年金医療係
　　（☎22-7194）

　「声のボランティア　そよかぜ」
が『広報はくい』を音声で聞けるよ
うに音訳（文字や図表などの情報を
音声化すること）し、CDを作成し
ています。
　今までは専用の機器でしか聴くこ
とが出来ませんでしたが、６月から
通常のCDラジカセで再生できるよ
うになりました。
　その他図書の音訳ＣＤもあります。
問　市図書館（☎22-9777)

防衛大学校学生(総合選抜)⑥防衛大
学校学生(一般)前期⑦防衛医科大学
校医学科学生⑧防衛医科大学校看護
学科学生(自衛官コース)⑨防衛大学
校学生(一般)後期
※自衛官候補生男子は、年間を通じ
て募集しています。
資格　
①②は18歳以上27歳未満の男女、
③～⑨は高校卒(見込み含)21歳未
満の男女
※年齢は、平成28年４月１日現在
受付期間　①～③８月１日㈯～９
月８日㈫、④⑤９月５日㈯～９日㈬、
⑥～⑧９月５日㈯～ 30日㈬、⑨平
成28年１月20日㈬～ 29日㈮
問　自衛隊石川地方協力本部七尾出
張所（☎0767-53-1691）

コース（日帰り）
●９月７日㈪
初秋の金沢メロディーコース
●９月12日㈯
一度は訪ねたい県施設コース
●９月30日㈬
全国植樹祭の小松市を訪ねるコース
●10月13日㈫
金沢芸妓の舞堪能コース
定員　各コース45人
　　　（応募者多数の場合は抽選）
募集期間　８月５日㈬～19日㈬
申込方法　往復はがきでの申し込み
※詳細は下記へご確認ください。
問・　　石川県中能登総合事務所・
企画振興課（☎0767-52-6113）

広　告　欄

県政学習バス（個人）参加者募集

申

　通学路での児童生徒の安全保護
や誘導活動に対する長年の取り組
みなどがたたえられ、７月１日に
首相官邸で安全功労総理大臣表彰
を受賞しました。

篠
しの
田
だ
　幸
ゆき
夫
お

さん
（72歳、南中央町）

子育て世帯臨時特例給付金
申請期限

「広報はくい」
音声CD無料貸出

安全功労総理大臣表彰を受賞

　６月６日に開催された石川県中
学生少林寺拳法大会の男子単独演
武で最優秀賞に輝き、８月15日
から香川県善通寺市で開催される
全国中学生少林寺拳法大会に出場
します。

階
しな
戸
と
　悠
ゆうすけ
介君

（羽咋中3年、
　千里浜町）

石川県中学生少林寺拳法大会
で最優秀賞を受賞



20　広報はくい No.758 2015年８月

◦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

譲ってください
室内用エアロバイク（マグネット式）

問・　　市商工観光課（☎22-1118）

広　告　欄

■人口　22,640人(�―22人)
　□男性　10,717人(�―15人)
　□女性　11,923人(�―�7人)
■世帯数　8,468世帯(―14世帯)
■異動
　□出生　　　 � �9人　
　□死亡　　　 �26人
　□転入など　 �36人
　□転出など　 �41人
＊平成27年７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８月分

申

東日本大震災義援金の寄託
寄託総額11,795,538円

(７月10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

　平成26年度の羽咋市土地開発公社は、株式会社モンベルの進出に
伴い、（仮称）羽咋中部工業用地の造成を行い、同社へ売却を行いま
した。　
　また、市からの補助金１億9,250万円および土地の売却益や賃借料
などにより、平成26年度末の借入金残高は前年度より2.6億円少ない
4.4億円となりました。     
　今後も保有する土地の処分や市の補助金などにより、借入金の減額
を目指していきます。決算書類など詳しくは、市ホームページに掲載
しています。 

　毎年９月１日現在で選挙人名簿の作成を行っています。次の条件に該
当する人は、 ９月１日㈫から９月５日㈯までの間に、市選挙管理委員会
に申請してください。
①海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町の区域内に住所ま

たは事業場を有する人
②年齢満20年以上の人（平成７年12月６日までに生まれた人）
③１年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、または漁業者のために

漁船を使用して行う水産動植物の採捕もしくは養殖に従事する人

問い合わせ　市企画財政課企画統計係（☎22-7162）

石川海区漁業調整委員会
委員選挙人名簿を作成します ９月１日が基準日

申請・問い合わせ　市選挙管理委員会（☎22-7191）

羽咋市土地開発公社　平成26年度決算報告

平成25年度末 平成26年度末 差　引

資産
現金など 1,752万円 1,879万円 127万円

土地(簿価※)
３億4,221万円

（69,049㎡）
２億7,782万円

（63,019㎡）
△6,439万円

（△6,030㎡）
負債 借入金 ７億円 4.4億円 △2.6億円

※簿価とは、資産の帳簿価額のことで、土地取得費や造成費、借入金
利息などを含みます。
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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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　昨年の８月８日から10日にか
けて１時間あたり最大70.5㍉、累
計で275㍉の大雨が、そして、８
月16日から17日にかけて１時間
あたり最大40.5㍉、累計で280㍉
の大雨が降りました。
　このため、上甘田地区で、お一
人の尊い命が奪われるとともに市
内全域で甚大な被害が発生しまし
た。被害件数・金額は、農林関
係で65件・7,500万円、土木関係
で42件・8,110万円に上りました。
被害総額は１億5,610万円で、平
成27年度に一部の復旧工事を繰

り越す結果となり、市民の皆さん
に大変、ご迷惑をおかけしました。
　さて、今年８月の天気の長期予
報は平年並みということですが、
今後、天気予報や台風情報に十分
に気を付けてください。
　今年は、４月に余喜地区の酒井
町、そして６月には大町の上野地
区の土砂災害発生避難訓練に参加
させていただきました。
　いずれも地区住民総出の訓練で
したが、非常に参考になりました。
日頃から災害に備える心構えがい
かに大切であるかという事を教え

ていただきました。
　市としても今後、「的確な情報」
をスピード感を持って市民の皆さ
んにお伝えしていきます。災害防
止に対する認識を高めていただく
とともにご協力をお願いします。
　
 （７月７日）

羽咋市長　山辺芳宣

開講期間　2015年９月第２週～2016年７月第３週まで
レッスン　週１回（年間38～40回）　午後７時30分～８時30分
　　　　　前期：９月～翌３月、後期：翌４月～７月
対　　象　15歳以上で、英会話を楽しみながら勉強したい人
クラス編成　１クラスにつき、10人以上17人以内
実施曜日　１クラスの場合は火曜日、２クラスの場合は水曜日を追加
講　　師　市近隣在住の英語を母国語とする外国人
受 講 料　年額２万４千円(一括納入）　申込締切　８月31日㈪
申込方法　①氏名　②職業　③住所　④電話番号を市生涯学習課
　　　　　（☎22-9331）へお申し出ください。　
開講集会　９月９日㈬　午後７時～　羽咋公民館・３階研修室
　※受講料を受付で納入してください。この集会に出席できない

人は、必ず事前に事務局（片田）へご連絡ください。
　※当日は、午後7時30分から引き続きレッスンを行います。

　　問い合わせ　ハッピー英会話クラブ事務局：片田
　　　　　　　　（☎090-1315-3743）

ハッピー英会話クラブ 受講生を募集
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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

8/１ ㈯ 8：45～
１8：00 図書・雑誌リサイクル（～19日㈬） 図書館 図書館

9：00～ 千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ2015
（～８/2㈰）

市ビーチバレー
常設コート スポーツ推進室

9：00～
１6：00

千里浜砂像2015
砂像体験コーナー（～８/2㈰）

千里浜海岸
浜茶屋横 商工観光課

  9：30～ プレパパプレママクラス 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

１0：00～ フレッシュママクラス 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

１0：00～
１3：00 男性介護者のための料理教室 富永公民館 社会福祉協議会

１3：30～ 羽咋郡市青少年健全育成ブロック会議 羽咋中学校 少年育成センター

   １6：30～
２２：00 羽咋まつり

パセオ通り
パセオ通り特設会場 商工観光課

  2 ㈰
8：00～
１0：00 市民健診・女性がん検診

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  5 ㈬
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 ㈭
8：30～
１0：00 市民健診・女性がん検診

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  7 ㈮
１7：00～
１9：00 老人福祉センター盆踊り 老人福祉センター 社会福祉協議会

  8 ㈯
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～
羽咋市少年少女発明クラブ
夏休み特別公開講座 コズミックカレッジ
 「みんなで水ロケットを飛ばそう」

コスモアイル羽咋 生涯学習課

 １0 ㈪
①１0：00～ 
②１4：00～

図書館映画上映会
『上映作品は当日のお楽しみです』 コスモアイル羽咋 図書館

 １１ ㈫
8：30～
１0：00 市民健診

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  ①１0：00～ 
②１4：00～

図書館映画上映会
『上映作品は当日のお楽しみです』 コスモアイル羽咋 図書館

 １2 ㈬
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

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

 １8 ㈫
9：45～
１２：00

夏休みボランティア体験
赤ちゃんと遊ぼう（親子サロンさくらんぼ協力） 老人福祉センター 社会福祉協議会

１3：30～
１4：30 シルバー人材センター入会者説明会 一ノ宮公民館 シルバー人材

センター

工事の発注状況
（１千万円以上）６月分

◆余喜小学校外構工事（2,452万円、岡田建設工業㈱）
＊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。

８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。

２日㈰
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町  ☎22-0238
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町  ☎22-0131

９日㈰
　河崎医院（外科・胃腸科・内科）
　志賀町高浜町  ☎32-0019
　とどろき医院（小児科）
　羽咋市鶴多町  ☎22-7855

16日㈰
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜  ☎28-2033
　羽咋池野整形外科医院
　羽咋市南中央町  ☎22-0254

２3日㈰
　向クリニック（外科・内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1151
　森田クリニック（形成外科・皮膚科）
　羽咋市鶴多町  ☎23-4775

30日㈰
　四蔵医院（内科）
　志賀町仏木  ☎37-1030
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町  ☎22-7800

羽咋斎場の休業日
のお知らせ

　補修工事のため、９月1日㈫～
５日㈯まで休業します。期間中は
志賀斎場を使用していただきます。

砂像体験コーナー
　自分だけの砂の芸術・オリジナル砂像を作って
みませんか。どなたでも気軽にご参加ください。
日　時　８月１日㈯・２日㈰　９:00～16:00
場　所　千里浜海岸（千里浜レストハウス下）
参加料　無料（予約不要）

問い合わせ　市商工観光課（☎22-1118）

８月１日・2日に開催
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 １9 ㈬
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) 　  203会議室 総合窓口課

１4：00～
１5：00 まんまクラブ

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 20 ㈭ １0：00～ 心のケアサポート 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

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

  １3：00～
１5：00 無料法律相談（要予約４名まで） 　 101会議室 総合窓口課

  １9：00～
２0：00 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

2８ｔｈ　ＪＡＰＡＮ　ＴＥＮＴ
（～23日㈰） 市内 生涯学習課

 2１ ㈮
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

 22 ㈯
１0：00～
１5：00 ポット砂像コンテスト（～23日） 中央公園 商工会

１7：00～
２１：00 第2回はくい花火大会

眉丈台地スポーツ
広場 商工会

 24 ㈪
8 ： 3 0～
１0：00 市民健診・女性がん検診

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

１１：00～
１１：30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 25 ㈫ １0：00～ 第35回折口父子記念短歌大会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

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～
１4：30 シルバー人材センター入会者説明会 余喜公民館 シルバー人材

センター

 26 ㈬
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

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

 27 ㈭
１0：30～
１１：30

健康と生きがい講座
演奏会：羽咋小学校吹奏楽部 老人福祉センター 社会福祉協議会

１3：30～
１5：30

残暑ドライブ
～新幹線を見て心を輝かせよう～ 　 正面玄関前集合 地域包括支援

センター
１8：30～
１9：30 女性がん検診

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

１9：00～
２0：00 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

 30 ㈰
１２：00～
１6：00 人権啓発フェスティバル石川2015 コスモアイル羽咋 総合窓口課

9/6 ㈰ １4：00～ 第20回自衛隊音楽隊定期演奏会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

羽咋市からの情報として、1市3町の広
報紙に「人権啓発フェスティバル石川
2015」を紹介しました。

七尾市

志賀町

わくらマルシェ
～手づくり雑貨とおいしい食べもの～

　海辺の解放感と心地よい芝生の上で、手づく
り雑貨とおいしい食べものを満喫しませんか。
日時　８月15日㈯～16日㈰
場所　和倉温泉　湯っ足りパーク

問　わくらマルシェ実行委員会
　　（☎076-232-1885）

　県指定有形文化
財の岡部家で琉球音楽を楽しみませんか。
日時　９月５日㈯　14：00～
場所　加賀藩十村役　岡部家（荻谷）
出演　太陽人（てぃーだんちゅ）
料金　500円    定員　80人（要予約）
※定員になり次第、締切り
問・　  企画振興課(☎0767-29-8250）

わくらマルシェ 検索 扌

冨木八朔祭礼

日時　８月22日㈯　19：00 ～
会場　林照寺（春木）
出演　はいから小町
入場料　500円(お茶とお菓子がつきます）
駐車場　林照寺専用駐車場
問・　　企画課（鳥屋庁舎）
　　　　（☎0767-74-2806）

蔵コンサートin林照寺
心をつなぐ「和×クラシック」のしらべ

宝達志水町
蔵コンサート
in岡部家

中能登町
ポット砂像コンテスト

　直径30㌢のポット（植木鉢）砂像をつくります。
作った砂像はコンテスト作品として商店街に並べます。道具などは準備し
てありますので、どなたでも気軽にご参加ください。
優秀作品には賞品が当たります。
　日時　８月22日㈯から23日㈰　
　　　　午前10時から午後３時まで
　場所　中央公園　特設会場

問い合わせ　市商工会（☎22-1393）

市

　「能登のキリコ」
が日本遺産に認定！ 29日は、キリコ30基が八
幡神社から住吉神社へと向かうお旅祭り、30日
は、11基の神輿が増穂浦を渡御する本祭り！
日時　８月29日㈯・30日㈰
場所　住吉神社・八幡神社など
問　商工観光課（☎0767-32-1111）

８月22日・23日に開催
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(柳田町：個人)

市指定文化財　史跡
（昭和50年８月８日指定）

　柳田町集落北側の丘陵上にあります。鍵穴のような形をした前
方後円墳で、その全長は49㍍です。後円部にある埋

まいそう
葬施設は左片

かた

袖
そで
型横穴式石室で、天井石は失われています。遺体を納める部屋�
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玉製管玉、滑
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馬具飾りは、質・量ともにすばらしく、大変貴重な資料です。こ
れらの出土品からこの古墳が築かれたのは、6世紀前半ごろと推
定されています。
　能登地区では、滝３号墳とともに、いち早く横穴式石室を取り
入れた古墳で、日本海交流による新しい技術や文化の影響を知る
ことができる古墳として重要です。

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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発行者　石川県羽咋市(総務部秘書室担当)
〒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
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PIN No.P13-0179

羽 咋 の お も て な し 料 理

＜レシピの提供：市健康福祉課・健康推進係＞

 とうもろこしごはん

材料（６人分）
・米 ……………… ２合
・とうもろこし … 1/2本
・出し昆布 ……… 適宜
・塩 ……………… 小さじ1/2

①米はとぎ、分量の水を加えて浸しておく。
②とうもろこしは、生のまま実を粒状にほぐす。
③①にとうもろこし・昆布・塩を加えて炊く。
＜調理のポイント＞
とうもろこしの芯は捨てずに、一緒に炊くと、おいしい出汁に
なります。

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　�200㌔㌍
・塩分　　　　　0.5㌘

　
○高齢者の注意点
・部屋の温度を測り、のどが渇かなくても水分補給しま
しょう。
・寝る前だから…トイレに行くのが面倒だから…といって
水分を我慢せず、こまめに水分を摂ることが必要です。

●幼児の注意点
・地面に近いほど気温が高くなります。こまめに休憩し、
帽子や涼しい服装を心がけましょう。

編 集 後 記

８
№75８

広
報
●
平
成
27
年
／
２
０
１
５

P
U
B
LIC

　

IN
FO
R
M
A
TIO
N

　

H
A
K
U
I　

C
ITY

■今月号の特集（2～5㌻参照）のふるさと寄付
制度は、入庁３年目・５年目の若手職員で結成し
た、“ふるさと納税プロジェクトチーム”が中心
となって、リニューアルしました。
　また、今月号の特集記事作成にも協力してもら
いました。　
　現在、市の若手職員で結成する他のプロジェク
トチームも新たな試みに挑戦中です。若手職員が
知恵を絞って、頑張っており、今後も新たなアイ
デアが発信されることが期待されます。
■市民体育大会（６㌻参照）では、たくさんの市
民の皆さんが、各会場で熱戦を繰り広げました。
日頃の練習の成果を出そうと真剣に競技に取り組
む姿には胸が熱くなりました。
� 広報広聴係　見附敦史

熱中症にご注意を


