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マイナンバー制度開始に向けて
マイナンバー制度って、なに？

︿マイナンバーＱ＆Ａ﹀

Ｑ１ マイナンバーのメリットは？

　　　行政の効率化　～手続きがスムーズで正確に～
　　　国の行政機関や地方公共団体などの業務間で連携が進み、情報の照合や入力などの作業の無

駄を減らします。
　　　国民の利便性の向上　～手続きが簡単に～
　　　行政手続の申請時に用意しなければならない書類が減り、手続きの際の負担が軽減されます。
　　　行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取るこ

とができるようになります。
　　　公平・公正な社会の実現　～不正受給の防止～
　　　所得や行政サービスの需給状況を把握しやすくなり、負担の適正化と給付金などの不正受給

を防ぐことができます。

Ｑ２ マイナンバーはどんな時に必要？
　　平成28年１月以降に利用が始まり、年金や医療保険、児童手当の給付のほか、確定申告など

の税の手続きなどで使用します。
　　民間事業者も、従業員の健康保険や厚生年金、源泉徴収票などの手続きでマイナンバーを使用

します。

Ｑ３ マイナンバーって他の人に情報が漏れたりしないの？
　　マイナンバーの漏えいを防ぐため、法律で定められた目的以外にはマイナンバーを使用できま

せん。また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、不当に提供したりすると処罰の対象と
なります。

A1

A2

A3

A

A

■マイナンバーについての問い合わせ
（ホームページ）　内閣官房のマイナンバー制度　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
（コールセンター）全国共通ナビダイヤル（☎0570-20-0178）（平日午前９時30分～午後５時30分）

　マイナンバー（社会保障・税番号）制度は、社会保障・税・災害
対策に関する分野の情報連携をスムーズに進めることで、行政手続
きの簡素化や行政の無駄をなくすことを目的に作られた制度です。
　マイナンバー（個人番号）は、住民票を有する全ての人に付する
12桁の番号です。今年10月以降、市民の皆さん一人一人にマイナ
ンバーを通知（詳しくは次㌻参照）し、平成28年１月から利用が
始まります。
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マイナンバーが通知されます
10月以降に通知、住民票を有する全ての人が対象

　全市民の皆さんの住民票の住所にマイナンバーの「通知カード」が送付されます。
　「通知カード」は行政機関や銀行、お勤め先などに個人番号を証明する大切なものです。
　大切に保管してください。

︿見本﹀

　通知カードを確実に受け取っていただくため、今のお住まいと住民票の住所が異なる人は、住所変更
の手続きをお願いします。

問い合わせ　市総合窓口課・市民窓口係（☎22－5940）

やむを得ず、住民票の住所地で通知カードを受け取れない人へ
　やむを得ない理由により、現在の住民票の住所で通知カードを受け取ることができない場合、現在の
お住まいの場所（居所）に通知カードを送付できます。ただし、居所の登録が必要になります。

■登録方法
「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」に、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入（申
請書は、市窓口や総務省・市ホームページなどで入手できます）。
■対象者（以下の人は、登録してください）
・東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している人
・DVなどの被害者で、住所地以外の場所へ移動している人
・医療機関施設などへの長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない人
・上記以外で、やむを得ない理由により、現住所において通知カードの送付を受けることができない人
■申請期間・申請先
８月24日から９月25日までの間（必着）に、申請書を
住民票のある市区町村に郵送、または、持参願います。
以下の添付書類が必要です
・申請者の本人確認書類（運転免許証など）のコピー　
・居所に居住することを証する書類のコピー
【代理人が申請する場合】
・代理人の代理権を証明する書類のコピー
・代理人の本人確認書類（運転免許証など）のコピー
※詳しくは、申請書をご覧ください。
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９月９日は『救急の日』
　「救急の日」および「救急医療週間」は、救急医療と救急業務に対して皆さ
んに正しく理解と認識を深めていただき、救急医療関係者の意識高揚を図るこ
とを目的に昭和57年度から実施しています。本年度も９月９日を含む１週間

（９月６日～９月12日)、全国の消防機関や医療機関で、その趣旨に合わせた
行事が開催されます。

救急医療週間中の主な行事予定
１　 羽咋消防署救急隊・消防隊連携訓練
２　 普通救命講習・救急法の開催
３　 大型店舗での広報チラシによる広報活動
４　 第５回一次救命処置技術指導会
　　（志賀町地域交流センター）
５　 能越ケーブルテレビによる広報活動
６　 広報誌への掲載
７　 市内各公共機関、事業所へのポスター掲示

救急車の適正利用をみんなで考えよう!
　昨年の羽咋郡市管内の出動件数は、1,949件（１日あたり５
件以上）あり、1,877人の方が医療機関へ搬送となりました。
そのうち、入院を必要としない軽症患者の割合は全体の約
39％を占めました。自分で医療機関へ受診できるのに、救急
車を要請してしまうと、交通事故による大ケガや心筋梗塞など
の重症な人への対応が遅れてしまいます。

『救急車や救急医療は限りある資源です。』
　いざというときの皆さん自身の安心のために、救急車の
適正利用について考えてみませんか？

傷病程度別救急搬送件数（平成26年中）

※詳細については、羽咋消防署・救急係（☎22-0089）まで

第５回一次救命処置技術指導会を開催します
　昨年９月、志賀町地域交流センターで第４回一次救命処置技術指
導会が開催され、羽咋郡市内のＡＥＤ設置事業所８チームが救命処
置の正確性や迅速性、チーム連携などについて競い合いました。
　心肺停止傷病者の救命率向上には、住民による早期通報と確実な
心肺蘇生法が大きく関係しています。また、心肺蘇生法に加え、迅
速かつ安全なＡＥＤの使用により、救命率の向上が期待されていま
す。
　羽咋郡市広域圏事務組合消防本部では救急の日の行事の一環とし
て各事業所、住民が行う一次救命処置の知識、技術の習得および救
命率の向上を目的とした第５回一次救命処置技術指導会の開催を９
月に予定しています。

 第４回一次救命処置技術指導会の結果
・最優秀賞　株式会社ステンレス久世
・優秀賞　　特別養護老人ホームますほの里
・敢闘賞　　宝達志水町立相見保育所
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次のような症状があれば、ためらわず救急車を呼んで下さい!!

救急に関する問い合わせ　羽咋消防署・救急係（☎22-0089）

大人の場合

子どもの場合

顔

手足

頭

胸や背中

腹

顔

手足

頭

おなか

胸

意識の障害
◦意識がない（返事がない）
　またはおかしい
（もうろうとしている）
◦ぐったりしている
けいれん
◦けいれんが止まらない
◦けいれんが止まっても、意識がもどら
ない

けが・やけど
◦大量の出血を伴う外傷
◦広範囲のやけど
吐き気
◦冷や汗を伴うような強い吐き気
飲み込み
◦食べ物をのどにつまらせて、
　呼吸が苦しい
◦変なものを飲み込んで、
　意識がない
事故
◦交通事故にあった（強い衝撃を受けた）
◦水におぼれている
◦高所から転落

意識の障害
◦意識がない（返事がない）または
　おかしい（もうろうとしている）
じんましん
◦虫に刺されて、全身にじんましんが
　出て、顔色が悪くなった
けいれん
◦けいれんが止まらない
◦けいれんが止まっても、
　意識がもどらない
やけど
◦痛みのひどいやけど
◦広範囲のやけど
飲み込み
◦変なものを飲み込んで、意識がない
事故
◦交通事故にあった
　（強い衝撃を受けた）
◦水におぼれている
◦高所から転落
生まれて３カ月未満の
乳児
◦乳児の様子がおかしい

◦顔半分が
　動きにくい、
　あるいは
　しびれる
◦ニッコリ笑うと口や
顔の片方がゆがむ
◦ろれつがまわりにく
い、うまく話せない
◦視野がかける
◦ものが突然二重に見
える
◦顔色が明らかに悪い

◦突然のしびれ
◦突然、片方の腕や足
に力が入らなくなる

◦突然の激しい頭痛
◦突然の高熱
◦支えなしで立てない
ぐらい急にふらつく

◦突然の激痛
◦急な息切れ、
　呼吸困難
◦胸の中央が締め付け
られるような、また
は圧迫されるような
痛みが２～３分続く
◦痛む場所が移動する

◦突然の激しい腹痛
◦持続する激しい腹痛
◦吐血や下血がある

◦くちびるの色が
　紫色で、呼吸が弱い

◦激しい咳やゼーゼー
　して呼吸が苦しく、
　顔色が悪い

◦手足が
　硬直している

◦激しい下痢や嘔吐で
水分が取れず食欲が
なく意識がはっきり
しない
◦激しいおなかの痛み
で苦しがり、嘔吐が
止まらない
◦ウンチに血がまじっ
た

◦頭を痛がって、
　けいれんがある
◦頭を強くぶつけて、
　出血がとまらない、
　意識がない、
　けいれんがある

◎その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

◎その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合
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羽咋地区地域福祉推進チーム100人以上が受講　
　7月18日、羽咋公民館で開催された羽咋地区地域福祉推
進チーム交流会で、市認知症キャラバン・メイトによる「認
知症サポーター養成講座」が行われました。
　羽咋地区地域福祉推進チーム所属者100人以上が受講し、
講義や寸劇を通して認知症についての基本知識を学びまし
た。また、受講者には認知症の人を見守る応援者である目
印として、オレンジリングが配布されました。
　参加者からは、「高齢者が増える中、地域での見守りが
大切であると感じた」、「これからも認知症について知識を
深めていきたい」などの感想が聞かれました。

千里浜砂像2015、制作体験コーナー開催
　８月２日、３日に千里浜海岸で砂像作りの楽しさを知っ
てもらおうと砂像制作体験コーナーが開催されました。
　千里浜砂像協会会長の原田敏雄さんの教えを受けなが
ら、参加者は、高さ約30㌢の円柱形に固められた砂の塊を、
スコップを使って、アニメのキャラクターなどの形に削り
ました。
　体験した５歳の女の子は、「砂像作りは、今回で２回目
です。作るのが楽しい」と笑顔で話してくれました。

市内在住の男性として、100歳以上は５人目
　８月４日に横田晃三さん（飯山町）が、100歳の誕生日
を迎えました。同日、山辺市長が自宅を訪れ、「お体を大
切にして長生きしてください。本当におめでとうございま
す」とお祝いの言葉を述べ、花束と商品券を贈りました。
横田さんは「本当にうれしい。何と申し上げてよろしいか」
と感謝し、家族と一緒に喜びました。
　元気に長生きする秘訣は、若い頃からの規則正しい生活
と暴飲・暴食をしなかったことだそうです。
　横田さんは現在も毎日、自分でお風呂にお湯を張り、行
水するのを楽しんでいるとのことです。

認知症の人を見守るサポーターに

砂像を作るのが楽しい！

横田晃三さん、100歳おめでとう

キャラクター「リラックマ」の砂像を作る女の子

認知症の人への接し方が、寸劇でわかりやすく説明されました

山辺市長と家族に囲まれ、記念撮影する横田晃三さん
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エレキスクールin羽咋
　８月８日、コスモアイル羽咋でエレキスクールin羽咋が
開催され、市内の小学４年生から６年生の児童とその保
護者、計45人が参加しました。
　この取り組みは、電気使用安全月間として指定されて
いる８月に、身近な電気について少しでも学んでもらお
うと、石川県電気工事工業組合能登本部青年部が主催し、
行われたものです。電気の基本や取扱いの注意点などに
ついて説明された後、子ども一人ずつに工作キットが手
渡され、LED照明の製作も行われました。親子で力を合わ
せて、好みの色の照明を完成させると、会場からは「楽し
い、きれい」との感想が多く聞かれました。

電気の大切さ・仕組みを学ぶ

LED照明を光らせてみる男の子

里海フォーラムを開催
　８月９日、コスモアイル羽咋で「イカリモンハンミョウ
がすむ美しい海岸を守るために私たちにできることは何
だろう？」というテーマで、イカリモンハンミョウ保護対
策協議会主催の里海フォーラムが開催されました。会長
の上田哲行石川県立大学名誉教授ほか４人が講師となり、
絶滅危惧種のイカリモンハンミョウの生態や多様な生物
を育んできた柴垣海岸の歴史などについて参加者約70人
に説明しました。
　イカリモンハンミョウは、今年約1,500匹を確認するな
ど近年増加傾向で、上田会長は「美しい海岸を守ってい
くことがイカリモンハンミョウを守ることにもつながりま
す」と述べ、海岸保全の重要性についても訴えました。

のと里山農業塾が“生きもの観察会”を開催
　８月９日、のと里山農業塾（JAはくい・羽咋市共催）
主催の“生きもの観察会”が開かれ、親子連れ11組・70
人が参加し、自然栽培３年目の田んぼに住むさまざまな
生物を観察しました。子どもたちは教わりながら田んぼ
に住むたくさんの生物を採取・観察し、「これはなに」、「動
いてる」と目を輝かせていました。
　観察会後の昼食会で自然栽培米のおにぎりと自然栽培
の野菜炒めを食べ、笑顔を見せた子どもたち。羽咋の自
然を楽しみ、自然栽培も身近に感じることができ、親子
そろって貴重な一日を過ごすことができたようです。

千里浜保育所で交通安全教室を実施
　８月12日、千里浜保育所のさくら組・ひまわり組・ゆり
組の園児、計34人を対象に交通安全教室が開かれました。
　県警察本部交通巡視員、県庁交通指導員の2人が講師
となり、紙芝居や人形劇でわかりやすく交通ルールが説
明され、途中、講師から質問されると、どの園児も元気よ
く答えていました。
　千里浜町の老人会からも15人が参加し、園児たちは地
元のおじいちゃん、おばあちゃんと手を握り、左右を確認
してからしっかり手を上げて横断歩道を渡る練習を行い
ました。

美しい海岸を守るためにできること

羽咋の自然にふれ、自然栽培も身近に

交通安全のルールをしっかりと

イカリモンハンミョウの現状について説明を受ける参加者

幼生のザリガニを採取する男の子

老人会の人たちと一緒に横断歩道を渡る練習をする園児
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踊りコンテストも開催
【大人の部】
〇優秀賞
　千里浜町婦人会、旭町会
●パフォーマンス賞
　藤岡市職員共済会
【子ども会の部】
〇優秀賞
　東川原町子ども会、旭町子ども会
●元気いっぱい賞
　中央町子ども会

、盛大に開催

　８月１日、パセオ通りで羽咋まつ
りが開催されました。メーンのはま
ぐり音頭では、保育所・幼稚園、子
ども会や町会、婦人会など42団体・
約1,300人が参加。市芸能協会の
方々の歌に合わせて、パセオ通りを

「サックリ、サックリ」と踊り、に
ぎやかな踊り行列ができました。
　また、今年は“踊りコンテスト”
も開催され、大人の部、子ども会の
部、それぞれで３団体が各賞を受賞
しました（写真上に受賞団体を掲載）。
　特設ステージでは、ダンスや太鼓
の演奏、カラオケのど自慢大会など
が行われ、観客席からは、たくさん
の拍手や歓声が上がっていました。
　今年の目玉は、神子原獅子舞（表
紙参照）。特設ステージ下で、まつ
りらしい見事な踊りが披露され、会
場は、その熱気に包まれました。

羽咋高校軽音楽部のライブで
華やかにスタート 羽咋幼稚園児による鼓笛演奏

お笑い芸人「ザ・パンチ」がコントを披露 きらきらKidsが大人顔負けのダンス

特設ステージ前に多くの観客が
詰めかけました

越路野子ども登龍
太鼓が華を添える

トリを飾った羽咋市
太鼓連絡協議会

1,300人が“はまぐり音頭”を踊る
～パセオ通りは大にぎわい～
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一押しのイベントを紹介
唐戸山神事相撲
～水なし、塩なし、まったなし～

日時　9月25日㈮　
場所　羽咋神社・唐戸山相撲場　
問い合わせ　唐戸山相撲協会（市商工観光課内）（☎22-1118）

午後３時00分　　神社奉額祭（羽咋神社）
　　３時30分　　神社相撲祭・立行司任命祭
　　５時30分　　稽古どり （唐戸山相撲場）
　　　　　　　　協賛相撲 　　    
　　　　　　　　　小決勝
　　　　　　　　　中決勝
　　　　　　　　　十人弓
　　　　　　　　　特別対抗戦
　　　　　　　　　トーナメント決勝
　　　　　　　　　大決勝
　　８時00分ころ　中入り
　　　　　　　　　　土俵入り
　　　　　　　　　　相撲甚句
　　　　　　　　　　神事太鼓
　　８時30分ころ　神事相撲 
　　　　　　　　　　前弓
　　　　　　　　　　中弓
　　　　　　　　　　奥弓
　　10時30分ころ　神社幣帛授与祭 （羽咋神社）

第58回羽咋市社会福祉大会
第23回はくい福祉まつり
　10月４日㈰、同日開催

福祉大会　　午前9時15分～
福祉まつり　午前10時～
会場　羽咋体育館・羽咋すこやかセンターとその周辺
問い合わせ　羽咋市社会福祉協議会（☎22-6231）

市内外の福祉団体が一堂に会し
て開催します。活動紹介、体
験・遊びコーナー、おいしい食
べ物ありと、子どもから高齢者
まで楽しめる企画が満載です。

※写真は昨年の様子



10　広報はくい No.759 2015年９月

　　　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５月生）
　９月29日㈫　13：00～13：30
●１歳６か月児健診（平成26年２月生）
　９月 ３日㈭　12：45～13：30
●３歳児健診（平成24年４月生）
　９月 ２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
　９月２日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「乳幼児の応急手当について｣
　講師：羽咋消防署員
☆育児相談
　９月９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
　９月16日㈬
　午前10時30分～11時30分
☆お楽しみデー
　９月30日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：とき保育所

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
９月１日㈫ つき１組と遊ぼう こすもす保育園

３日㈭ パラバルーンで遊ぼう！ 千里浜保育所
４日㈮ 風船であそぼう とき保育園
４日㈮ 野菜スタンプであそぼう 羽咋白百合幼稚園
７日㈪ 園庭であそぼう 邑知保育園
８日㈫ ★子どもの食事　　※要予約 こすもす保育園

　　　～離乳食～
９日㈬ パネルシアターを見よう 西北台保育所
10日㈭ おばあちゃんとわらべ歌あそび 千里浜保育所
11日㈮ おじいちゃんおばあちゃんだいすき♡ 羽咋白百合幼稚園
　11日㈮ 保育園の給食を試食しよう とき保育園

　　　　　※要予約　先着５名まで
14日㈪ 園庭であそぼう 邑知保育園
15日㈫ 手形でつくろう　 こすもす保育園
17日㈭ 所長先生とリズムに合わせて…　 千里浜保育所
18日㈮ 幼稚園のお友達とあそぼう 羽咋白百合幼稚園
18日㈮ オープンキャンパス＆こどもごはん　※要予約 羽咋幼稚園
24日㈭ 保育所のお友達と遊ぼう 千里浜保育所
29日㈫ しゃぼん玉を飛ばそう　 こすもす保育園

�大きくなったね（身体計測）

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
９月 ★ ５日㈯　午後２時 おたのしみ会
　　★19日㈯　午後２時 グラウンドゴルフクラブ（予備日26日）
　　 　19日㈯　午後３時 お茶クラブ　　講師：前田美穂子さん
　　★26日㈯　午後３時 科学工作　　　　定員：15人　参加費：無料
★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
９月８日㈫　午前10時～ 11時
「子どもの食事　～離乳食～」
講師　西村美知代さん（栄養士）
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新着図書のご案内

電気作家(荻野アンナ)水死人
の帰還(小野正嗣)勁草(黒川博
行)モンローが死んだ日(小池
真理子)マインド(今野敏)ウィ
メンズマラソン(坂井希久子)
ちゃんぽん食べたかっ！(さだま
さし)黄金の時(堂場瞬一)十二
大戦(西尾維新)まったなし(畠
中恵)蒼天見ゆ(葉室麟)戦場の
聖歌(カンタータ)(森村誠一)ス
マイルメイカー(横関大)劉邦
[上](宮城谷昌光)春や春(森谷
明子)破落戸(諸田玲子)あした
の朝子(山口恵以子)木皿食堂
2(木皿泉)私の息子はサルだっ
た(佐野洋子)衣にちにち(群よ

うこ)寺院消滅(鵜飼秀徳)もう
一つの「幕末史」(半藤一利）
軍艦発機丸と加賀藩の俊傑た
ち(徳田寿秋)僕はこんな旅し
かできない(下川裕治)ワーク
介護バランス(小山朝子)「居
場所」のない男、「時間」がな
い女(水無田気流)

マザーランドの月(サリー・ガー
ドナー)夢へ翔けて(ミケーラ・
デプリンス)くろねこのロク空
をとぶ(インガ・ムーア)リトル・
パパ(パット・ムーン)ベッツィ・
メイとにんぎょう(イーニッド・

ブライトン)それぞれの名前
(春間美幸)とびばこバーン(升
井純子)わすれものの森(岡田
淳)ふりかえれば名探偵(杉山
亮)みずがめ座流星群の夏(杉
本りえ)教室の日曜日(村上し
いこ)あなたをずっとあいして
る(宮西たつや)ライフタイム
(ローラ・M.シェーファー)かわ
うそオスカーのすべりだい(ナ
サニエル・ベンチリー)ワニく
んとパーティーにいったんだ
(ジュディス・カー)えいっ(三木
卓)なつはひるね(村上康成)そ
らまめくんのあたらしいベッ
ド(なかやみわ)くんくんくんこ
れはどなたのわすれもの？(は
やしますみ)

■開館時間
　午前８時45分～午後６時

■９月の休館日
　１日㈫・８日㈫・１５日㈫・２４日㈭・
　２９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 ・
ガッツだぜ！（元気になれる本） くるくる　ぐるぐる　まわる

「スタミナおかず / 多賀正子」 「ぴかくん　めをまわす / 松居直」
　夏の暑さから疲れがどっと出るこの季節。
スタミナ料理を食べて、元気を回復しよう。
にんにくとしょうがをたっぷり使った栄養
満点で、ボリュームのあるおかずに心も体
もリフレッシュ。めんつゆ、焼肉のたれな
どを調味料とし、電子レンジを使い、短時
間で調理できるレシピは魅力的。

　信号機ぴかくんの仕事は青・黄・赤と規
則正しく信号を送ること。ぴかくんの信号
に従い、人も車も安全に道を通ることがで
きる。ところが街が忙しすぎて、ぴかくん
が目を回し、交差点は大混乱に…。長新太
のユーモアあふれる絵と松居直のリズミカ
ルな文で交通ルールを教えてくれる一冊。

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　９月13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　９月28日㈪ 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

◦おはなし会（語り）◦
　「語りの会・はくい」による、おはなし会です。
ろうそくの灯りの下で、昔話や創作童話をお楽し
みください。
日　時　９月26日㈯　午後２時～３時
対　象　どなたでも
場　所　コスモアイル羽咋・茶室
問い合わせ　市図書館（☎22-9777）
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息子たちも羽咋が大好き、人と人とのつながりが羽咋の魅力
　私は、結婚を機に愛知県へ移り住
み、昨年末からはインドの首都デ
リーから車で約20分のグルガオン
という都市で暮らしています。
　日本でも多々報道された酷暑は過
ぎ、この記事を書いている７月現在
はモンスーン期へと突入しました。
冷房必須な蒸し暑い日々ですが、息
子たちには関係ないようで、夕方に
なると公園を走り回っています。
　インドに移り住んだ当初は、イン
ド人全員が同じ顔に見えたり、我が
物顔で道路を横断する野良牛の群れ
や、野良豚・野良犬の多さに驚きま
したが、住めば都と言いましょうか。
　また、インドの人は親日家で子ど
も好き、おおらかな人が多く、子連
れにも親切です。現地の日本人同士

の結びつきも強く、親子ともども毎
日楽しく過ごせています。
　私には４歳と２歳になる息子がい
ます。私と息子２人はインド赴任準
備の関係で、昨年８月から12月ま
で羽咋に住んでいました。おかげで
息子たちは羽咋大好きっ子です。特
に、長男は羽咋への思い入れが強く、
祖父と海岸を散歩したり、祖母と
ジョイフルで買い物したり、９月に
は祭りの獅子舞を見て興奮していま
した。４カ月通った白百合幼稚園の
ことは、今でも楽しそうに話してい
ます。
　結婚した当初は、羽咋は実家があ
る場所といった程度の認識でしたが、
息子たちを通じて、自分はとても良
い環境で過ごせていたのだなと実感

するようになりました。
　羽咋ではありふれた日常かもしれ
ませんが、自然の中で遊びまわった
り、買い物へ行けばいつもの顔ぶれ
があって、散歩に出れば近所の方々
が声を掛けてくれる。人と人とのつ
ながりが密接で、みんなが親戚のよ
うな気軽さがある羽咋が、私も息子
たちも大好きで、そんな地域に守ら
れているような温かさが羽咋の魅力
のような気がします。
　もちろん、おいしい食べ物も羽咋
の魅力です。特に今は美味しい海産
物に飢えているので、羽咋に帰省し
た際は、おいしい海や山の幸を存分
に楽しみたいと思います。

２年間、ありがとう

ございました！

お別れのあいさつ

　この２年間にわたって、日本の中
と外での旅や経験を、英語と日本語
の両方でみなさんと共有できたこと
をうれしく思います。日本に来てか
ら、私ははじめての出来事をたくさ
ん経験しました。それらの出来事を
経験したことで私の視野は少しずつ
広がり、新しいものの見方ができる
ようになりました。私の記事がみな
さんにとってもそうであったなら幸
いです。
　このALT体験記を、ケリアンとい
う女性に引き継いでもらうことにし
ました。彼女は昨年から羽咋市に住
んでいるALT仲間です。彼女はおそ
らくこれまで以上に羽咋に焦点を当
てた記事を書いてくれるでしょうし、
彼女が経験する新しい出来事をみな
さんも楽しむことができるでしょう。
来月から彼女の連載が始まりますの
で、みなさん温かく迎えてあげてく
ださい。今まで記事を読んでいただ
き、ありがとうございました。お元
気で、ショーン J.グラナム

Farewell

It's been a pleasure sharing my 
travels and experiences  inside 
and  outside  of  Japan  with 
you over  the  last  two  years 
in both English and Japanese.
Since  coming  to  Japan  I've 
encountered a number of things 
for  the  first  time, and  they've 
opened my mind  repeatedly 
and given me new perspectives.I 
hope my articles have done the 
same for you.
With that said  its time for me 
for leave this series in the hands 
of Kerrian, a  fellow Hakui ALT 
who has been here since  last 
year. She'll likely provide more of  
a Hakui focus in her articles, and 
will also have new experiences 
to   share .   I   hope  you  wi l l 
welcome her wholeheartedly 
when  she  starts next month.
Thanks for the opportunity and 
take care, Sean J. Grannum

長
おさ

田
だ

　知
とも

枝
え

さん
（旧姓：山本、33歳）

（釜屋町出身、
　インド・グルガオン在住)
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いる太田の子どもたち
に、作り方や食器のこ
となどを教わりながら

協力して作りました。「麺入れて
いい？」「ヘラかわって」などと
にぎやかな食事作りとなりました。
　お昼を食べたら次はクラフト作
りです。この日は、焼いた板の炭
を落とし、つやを出したものに、
文字や絵を描いてプレートなどに
する「焼き板」を作りました。自
分の名前を書く子や今日の思い出
に日付や場所を書く子など、みん
な思い思いの焼き板を作っていま
した。

　今月は、大舞台に向け、真剣にリ
ズムダンスを練習する“羽咋Jｒ.リズ
ムダンス教室”の子どもたちを紹介し
ます。
　７月27日、午後５時20分に、邑知
公民館に取材に行くと、２階ホール
から大きな笑い声が聞こえてきまし
た。ホールに行くと、たくさんの子
どもたちが、ふざけあって走り回っ
ていました。練習開始は５時30分か
らなので、練習までの時間、みんな
で鬼ごっこでもしているようでした。
　この日は小学１年生から6年生ま
で35人が練習に参加。まず、バラバ
ラな年齢層の子どもたちがたくさん
いることに驚きました。体格も全く
違う30人以上の子どもたちが、まと
まって踊ることができるのか、とい
う思いがよぎりましたが、いざ練習
が始まると、そんな事は頭から消し
飛びました。
　講師の杉浦幸代さん（円井町）から

号令がかかると、さっきまでふざけ
あっていた子どもたちが一斉に並ん
で、真剣な眼差しになりました。もう、
誰一人、ふざけあっていません。そ
して、音楽がスタートすると、全員
が見事なダンスをみせてくれました。
　リズムダンスは「音楽に合わせて
踊る健康ダンス！！」とのことです
が、より子どもたちが元気にパフォー
マンスできるように杉浦さんが選曲
し、振り付けを考えています。
　「イヤイヤ習い始める子はいませ
ん。やり始めると楽しくて、レッス
ンに夢中になる子がほとんど。また、
学年が違う子どもたちが、舞台で上
手く踊りたいという共通の目的に向
かって互いに学び、競え合える環境
にもなっています」と杉浦さんは言
います。
　休憩中、子どもたちは、「リズムダ
ンスがすごく楽しい」、「上手くなり
たい」、「つらいと思ったことはない」

と笑顔で答えてくれました。
　８月１日の羽咋まつりでは、日頃
の練習の成果を十分に発揮し、会場
を沸かせた子どもたち。９月23日に
は、金沢市の西部県民緑地公園で開
催される「太陽と緑の健民祭」の総
合開会式後のアトラクションを任さ
れ、大舞台でダンスを披露すること
になっているそうです。　
■時間・場所　毎週月曜日（17：30～
18：45）・邑知公民館で開催

■問い合わせ先　石川県リズムダン
　ス協会・公認指導員　杉浦　幸代
　（☎090-8262-0406）

大舞台に向け、真剣かつ楽しみながら練習中

藤岡と太田２市合同
野外活動をしながら交流

　藤岡市と太田市の小学生が自然
の中で交流する「ネイチャーキャ
ンプ交流事業」が８月３日、おに
し青少年野外活動センターで行わ
れました。太田の小学生のキャン
プ体験に藤岡の小学生も加わり、
一緒に活動しました。
　合流した子どもたちがまず行っ
たのは昼食づくり。鉄板を使って
太田市の名物である焼きそばを作
りました。藤岡の子どもたちは、
キャンプでの食事作りを経験して

　一日の感想を聞くと「初めて焼
きそばを作った。楽しかった」「今
日は藤岡の人とも一緒でおもしろ
かった」などと話してくれました。
猛暑の中でも子どもたちは汗をか
きながら目いっぱい野外活動と交
流を楽しんでいました。

羽咋Ｊr.リズムダンス教室の子どもたち

羽咋まつりでもかっこいいダンスを披露

協力して焼きそば作り
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　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人および世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、国内の人
口や世帯の実態を明らかにするため、５年に１度実施されます。
　調査結果から得られた人口構成や就業状態などは、少子化対策、雇用対策などの行政施策や各種計画策定
の基礎データとして欠かせないものになっていますので、正確な結果を得ることが必要です。
　羽咋市の住みよいまちづくりを適切に進めるために、すべての人に正しく調査票を記入していただくよう
お願いします。
※「統計法」（国の統計に関する基本的な法律）で、国勢調査は５年ごとに実施することや調査票に記入し

て提出することの報告義務などが定められています。

問い合わせ　市企画財政課・企画統計係（☎22－7162）

国勢調査 10月１日を基準日として全国一斉に調査を行います

パソコン・タブレット・スマートフォンからもＯＫ！

■調査方法と日程
＜インターネットでの回答＞
インターネット回答用ＩＤを配布

９月10日～12日

インターネット回答期間

９月10日～20日

＜調査票での回答＞（インターネット回答がなかった世帯にのみ調査票をお配りします）

調査票の配布

９月26日～30日に調査
員が配布に伺います

調査票記入

10月1日現在の状況を
記入してください。

提出・回収

10月１日～7日に調査員が
回収に伺います。

≪国勢調査Ｑ＆Ａ≫
Q 調査対象となるのは？
A 日本に住んでいるすべての人が対象です。
　住民登録とは関係なく10月1日現在、ふだん住んでいる場所
　で世帯ごとに調査を行います。
　日本に住んでいる外国人も調査対象です。
Ｑ どんな調査をするの？
A 「世帯員」と「世帯」について調査します。
　　○世帯員について:「男女の別」、「出生の年月」、「配偶者の有無」、「就業状態」、「就業地または通学地」

など15項目
　　●世帯について:「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」　など
Q 調査内容が漏れることは？
Ａ 調査員をはじめとする調査関係者が調査票に記入された内容を他に漏らすことや調査票を統計の作

成に関する目的以外に使用することは、「統計法」によって固く禁じられており、調査票の記入内容
は厳重に守られます。

　提出された調査票及びデータは厳重に管理されます。

国勢調査へのご協力をお願いします
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わく・ワーク体験事業 邑知中２年生、職場体験

　夏休みの７月28日から30日までの３日間、邑知中学校２年生36人が、
市内の各事業所で職場体験をしました。

色々な個性を持った子供たちとのコミュニ
ケーションがすごく難しかったけど、すごく
楽しかった。保育士になるために、どんなこ
とが必要なのか知ることができてよかった。

はしご車に乗ったりロープの縛り方を学ん
だり、全てが貴重な体験でした。24時間勤
務の消防士はすごいと思ったし、体験して
みて、前以上にかっこいいなと思いました。

　わく・ワーク体験事業、インター
ンシップ研修事業の生徒への取材、
写真撮影、コメント文作成は、市
役所の広報広聴係の仕事を体験した、
次の邑知中学校生徒２人、鹿西高校
生徒４人それぞれによるものです。

平成27年度 ｢わく・ワーク体験｣ に協賛していただいた企業(順不同、敬称略)
羽咋白百合幼稚園、邑知保育園、市立図書館、羽咋消防署、羽咋市役所、公立羽咋病院、眉丈園、マックスバリュ
羽咋店、ホームセンターロッキー羽咋店、ＪＡグリーンはくい、ストロベリー羽咋店、まぐろや石野町店、
神子の里、白鳥苑、サークルＫ羽咋四柳店

インターンシップ研修 7月29日から31日に鹿西高
２年生も市内各事業所で職場体験

髪にロッドを巻く作業が難しかったです。お
客さんへ笑顔で接していて感心しました。将
来は美容師になりたいです！

バイタルチェックなどを体験させてもらい
ました。傷の手当ては楽しく覚えて日常生
活に活かせるようになりました。

お涼み会のためのダンスの練習をしたり、お
茶を配ったりしました。お年寄りとのコミュ
ニケーションは難しかったけど、最も大切だ
と分かりました。

言われたことを一度で覚えることやビニー
ル加工する作業が難しかったです。言われ
たことができたときはうれしかったです。

平成27年度 ｢鹿西高校　インターンシップ｣ に協賛していただいた企業(順不同、敬称略)
とき保育園、千里浜保育所、粟ノ保保育所、羽咋警察署、羽咋市役所、公立羽咋病院、眉丈園、マックスバリュ
羽咋店、ホームセンターロッキー羽咋店、八幡、ストロベリー羽咋店、レスティヘアショップ、Ｍ＆Ｍ羽咋店、
文苑堂羽咋店、はくい薬局、白鳥苑、はくいの郷

駐車場のライン引き
や道路の補修、広報
づくり、どれも初め
ての経験でとても楽
しかったです。この
三日間で多くのこと
を教わることができ
て、とてもよい経験
になりました。
 （三宅春介）

自分たちでライン引
きや道路舗装をして、
毎日気にせず歩いて
いる道路も多くの人
が関わって成り立っ
ていることを実感出
来ました。広報作成
でも今まで知らな
かったことを学ぶこ
とができました。
 （寺井彩華）

私達が何気なく生活
している羽咋市は、
市役所の人たちのお
かげで成り立ってい
るということが分か
りました。その仕事
の一部を体験できて、
とても貴重な経験で
した。（髙田香穂）

何気なく歩いている
道路や見ている広報
は大変な思いをして
直したり作られたり
していると感心しま
した。この経験から
市役所の仕事に興味
を持つことができま
した。(坂本明日佳)

邑知保育園 羽咋消防署

羽咋病院

白鳥苑 マックスバリュ羽咋店

仲間たちのいつもは
見られない意外な一
面を見ることが出来
た。自分も今までや
ったことのない貴重
な体験ができてよか
った｡ （山出愛結）

広報の取材や道路の
補修など市役所の仕
事はあまり知らな
かったので、学べて
よかった。
 （竹内庄太郎）

ストロベリー羽咋店
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羽咋市まち・ひと・しごと創生シンポジウム

プレミアム商品券の２次販売

ハイハイ・よちよち・キッズレース

問い合わせ　市企画財政課・がんばる羽咋創生推進室（☎22－7162）

問い合わせ　市商工会（☎22－1393）

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

９月13日に開催します

９月13日に販売！

10月４日、はくい福祉まつりで開催！

　現在、市では人口減少に歯止めをかけるため、住民を含めた産官学金労言の方々で組織した“まち・ひと・
しごと創生総合戦略会議”を設置し、羽咋創生に向けたさまざまな取組みを検討しています。
　これからの羽咋市を市民の皆さんと一緒に考えていくため、シンポジウムを開催しますので、どうぞご参
加ください。
■日時　９月13日㈰　午後２時～　■場所　羽咋すこやかセンター３階 いきいきホール
■内容　・内閣官房　まち・ひと・しごと創生本部事務局次長の伊藤明子さんを講師に招き、
　　　　　地方創生に関する基調講演を行っていただきます。
　　　　・市総合戦略の概要説明、パネルディスカッション
■対象　どなたでも（※入場無料・予約不要）

■販売内容　①先着順に、千円券12枚綴り1セット（１万2,000円分）を１万円で販売します。
　　　　　　②購入限度額は、１人５セット（５万円）まで
　　　　　　③販売当日、窓口に来られた人はどなたでも購入できます。
　　　　　　④商品券の使用期限は、平成28年２月29日まで
■販売予定　約5,800セット
■販売日時　９月13日㈰　午前９時～午後５時　
　　　　　　※完売次第、販売を終了します。
■販売場所　羽咋市役所横の体育館
　　　　　　売れ残った場合、２日目以後は羽咋市商工会館で販売します。
■子育て支援　羽咋市内に居住し、18歳以下の子が３人以上いる世帯の親の方には、１セット８千円で
　　　　　　　販売します。その場合、購入時に石川県が発行するプレミアムパスポートの提示が必要
　　　　　　　となります。
※９月６日㈰の朝刊（北國、北陸中日、読売）の折込チラシもご覧ください。

　10月４日㈰の“第23回はくい福祉まつり”で、「ハイハイ・よちよち・キッズレース」を開催します。レー
スに出場するお子さんを募集しますので、参加をご希望される方は下記までお申込みください。お子さんが
レースに挑む可愛いお姿をぜひ、ご家族で応援に来ませんか。

レース名 ハイハイレース よちよちレース キッズレース

対　　象 ７カ月頃～歩き始め前 歩き始めのお子さん
（おおむね２歳まで） 就学前までのお子さん

月　　日 10月４日㈰　　

時　　間 受付　午前10時～10時30分　
レース開始　午前10時35分～ハイハイレースから順次開始

場　　所 羽咋体育館（母子保健推進員ブース）
締　　切 ９月18日㈮　　各レース先着50名まで
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後期高齢者健診

運動教室のお知らせ

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

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

あなたが守るあなたの健康　一年に一度の健診を受けましょう

～９月から有酸素運動にトライ～

　生活習慣病を予防し、自立した生活を送り続けていくために、後期高齢者健診を受けましょう。
■対象者　市内に住所がある石川県後期高齢者医療広域連合の被保険者
■期　間　９月１日㈫～ 10月31日㈯
■項　目　【必須検査】身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査(脂質・糖質・肝機能)、診察
　　　　　【医師の判断で追加する検査】心電図検査、貧血検査、眼底検査
　　　　　※大腸がん、女性がん検診は12月25日まで受けることができます。
■持ち物　健康保険証、受診券（９月上旬までに対象者に郵送）、受診料金（500円）
■協力医療機関（50音順）

　健診で、血糖値、コレステロール、中性脂肪、血圧が高めだった方には、有酸素運動が効果的です。
これらの生活習慣病やメタボリックシンドローム、ロコモティブシンドロームを予防・改善するために運動
教室に参加してみませんか。
　さらに、新しく脳トレーニングの実技も取り入れて、認知症にならないための身体づくりも始めます。
　この機会に、正しい運動の知識や家庭で実践できる運動を習得できるように、挑戦してみましょう！　

いがわ内科クリニック 金田内科医院 公立羽咋病院
羽咋池野整形外科医院 羽咋診療所 疋島クリニック
平場内科クリニック 保志場医院 保志場内科クリニック
前川医院 松江外科胃腸科医院 松江産婦人科内科医院
松柳医院

開 催 日 内　　容 時　　間 場　　所
９月25日㈮  講話：健康な身体づくり

 実技：有酸素運動
　　 　筋肉づくり運動
　　 　ストレッチ体操
　　 　脳トレーニングなど

午後１時30分～３時
（受付は午後１時15分～）

羽咋すこやかセンター
３階ホール

10月２日㈮
10月９日㈮
10月30日㈮

■参加費　無料
■対　象　今年度の健診を受けた方
■講　師　健康運動指導士　元橋美津子氏
■持ち物　健診結果、水分、タオル、マット（持っている人のみ）　
　　　　　※運動しやすい服装と運動靴でお越しください。
■締　切　各開催日の前日までにお申し込みください。

ふるさと納税　クレジット決済開始

問い合わせ　市秘書室（☎22－0771）

９月１日から導入します
　羽咋市のふるさと寄付金制度は、９月１日から、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」から
申込みが可能になりました。申込みと同時に、Yahoo!公金支払いでクレジット決済
まで手続きができるようになります。
　さらに手続きが簡単になったふるさと納税を、今後ともよろしくお願いします。
※なお、ワンストップ特例制度をご利用の人は、別途申請書の提出が必要となります。
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広　告　欄

羽咋市国民健康保険

農業者年金

家屋を新築・増築、取り壊しをされる人へ

問い合わせ　市総合窓口課・国保年金医療係（☎22-7194)

問い合わせ　市農業委員会 (☎22-1117)

問い合わせ　市税務課・資産税係（☎22-6901）

９月は保険証の更新時期です

安心で豊かな老後のために

税務課へご連絡ください

　現在お使いの国民健康保険被保険者証（保険証）は、９月30日で有効期限が切れます。新しい保険証は
９月下旬に簡易書留で各世帯に郵送するため、お手元に届くまで時間がかかる場合があります。
　10月になっても、新しい保険証がお手元に届かない場合は、市総合窓口課へご連絡ください。

　農業者の老後の備えは、国民年金プラス農業者年金が基本です。
　老後の生活費は、国民年金だけでは十分とは言えません。
　安心で豊かな老後を迎えるため、国民年金の上乗せ年金として、農業者年金に加入しませんか。
■農業者年金の特徴
　①国民年金の第１号被保険者で、年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方なら、誰でも

加入できます。
　②自分で積み立てた保険料とその運用益が将来受け取る年金額になります。
　③80歳まで保証がついた終身年金で、もし加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌

日から80歳までに受け取るはずであった年金額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
　④月額２万円から６万７千円まで保険料を自由に選択でき、全額が社会保険料控除の対象になります。
　⑤認定農業者など意欲のある担い手には、保険料の助成制度があります。

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在で建っているものに課税されます。
　税務課では、新・増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めていますが、適切な
課税を行うためにも、次のようなときは市税務課に連絡をお願いします。
　■新築・増築をした場合
　　　住宅や店舗、納屋、車庫などの家屋を新築・増築した人は、新たに固定資産税が
　　課税されます。
　　　課税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が家屋調査をさせていた
　　だきますので、完成後早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談のうえお伺いします。
　■取り壊しをした場合
　　　家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊す予定のある人は、「家屋取壊し届出書」をご

提出ください。取り壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。
　　　土地の税額が変わることもありますので、早めにご連絡ください。すでに法務局（登記所）に取り壊し

の登記手続きをされた人は、連絡の必要はありません。
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広　告　欄

市民憲章実践活動

問い合わせ　市生涯学習課 (☎22-9331)

いい人いいまち実践します。みんなのちかい
　羽咋市市民憲章は、昭和48年に羽咋市市制15周年を記念して制定されました。
起草委員会を組織し、話し合いを重ねてより多くの市民が参画して作り上げるという理念の下、休日や夜間
を利用して当時の青年・女性団体の有志が、無作為に選んだ千人の市民に面接調査しました。
　その結果、「こんな市民になろう」「こんなまちをつくろう」という希望や意見を吸い上げて「市民共同の
ちかい」としてまとめられたものが、羽咋市市民憲章です。

平成27年度らぶ♥はくい基金
助成金の申し込みを募集します
助成対象
　市民憲章の実践活動を自発的に展開する団体や個人
助成金額　
　１件当たり　標準金額５万円（限度額20万円）
活動基準
　次のいずれかの事項に関する研究､出版､製作活動
および団体・指導者の育成、そのほかの羽咋市市民
憲章の普及推進活動が羽咋市民の自主的参加により
行われ、営利を目的としないもの。
　①歴史を尊重し、教養を高めること
　②自然を保護し、環境美化を推進すること
　③社会を浄化し、家庭教育を推進すること
　④ボランティア精神を高め、地域コミュニティを

振興すること
　⑤その他①～④号に準ずること
申 請 書　
　次の受付窓口でお受け取りください。
　市ホームページからもダウンロードできます。
受付窓口
　市生涯学習課内（☎22-9331）、または市内各公
民館
受付期間　９月１日㈫～９月30日㈬
選考と発表  10月中旬
贈呈式　11月28日㈯コスモアイル羽咋・ロトンダ

皆さんの活動をバックアップ
　市民憲章のちかいを実践している団体や個人を側
面的(経済的)に援助するため、羽咋市市民憲章推進
基金協会が昭和57年に設立されました。これまで
に154件（総額1,635万円）の助成金を交付しました。
　平成24年度、市の基金会計に「羽咋市市民憲章
推進基金」を設立し、公益信託での基金運用から、
市での基金運用に変更しました。
　今までどおり、基金から生まれた「利子」を助成
金として団体・個人に交付します。

会員の募集について
　羽咋市市民憲章推進協会の趣旨に賛同される人
（会員）を募っています。運営会費は年額1,000円で
す。同協会事務局（市生涯学習課内）までご持参くだ
さるか口座振込でお願いします。
北國銀行羽咋支店（普通）№１４７６０４（羽咋市
市民憲章推進協会）
※振込手数料がかかります

昨年度の助成金贈呈先と助成金額
◆千里浜町会 「千里浜おもてなしフラワーロードづ
くり」整備事業 10万円◆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10周年記念」
記念誌発刊事業 15万円◆輝ける子どもたち!!しゃぼ
ん玉の会 「ＡＫＩＲＡライブin羽咋」開催事業 ５万
円◆宮本光子ミニミニコンサート 日中友好のための

「朱鷺之歌」ＣＤ出版事業 10万円◆粟ノ保地区納涼
盆踊り実行委員会 「粟ノ保地区納涼盆踊り大会」開
催事業 10万円
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市防災総合訓練

株式会社 泰生（たいせい）が企業進出を表明

問い合わせ　市地域防災対策室（☎22-7176）

問い合わせ　市商工観光課（☎22-1118）

10月３日に、眉丈台地スポーツ広場で実施
　10月３日㈯、眉丈台地スポーツ広場（鹿島路、
越路野地区）で羽咋市防災総合訓練を実施します。
　時間は、午前８時30分から11時30分ごろ（小雨
決行）を予定しています。
　当日、訓練会場周辺では、防災ヘリの騒音や消防
車両通行のための交通規制などがありますが、皆さ
まのご理解とご協力を併せてお願いします。

　婦人衣料の生地を生産する株式会社 泰生が、千里浜町（旧能登織物）の空
き工場を取得し、本社機能と生産工場を移転拡張することになりました。
　８月７日に同社の伊藤憲司社長ら３人が市役所を訪れ、山辺市長に報告し、
伊藤社長は「のと里山海道や特急の停車駅がある利便性のほか、豊富な地下水
を利用できることが決め手となりました」と企業進出した理由を述べました。
　山辺市長は「企業進出していただくことは雇用を生み出し、市の人口減少を
緩和することに結びつくと考えています。また、遊休地の解消にもつながりま
す。本当に大きなうれしいニュースです」と感謝しました。
　同社は９月から新工場の改修工事を行い、中能登町にある現工場から織機な
どを移設・増設し、平成28年２月から操業開始を予定しています。

広　告　欄

主な訓練種目
・地域住民避難訓練および災害時要援護者避難訓練
・交通規制訓練
・避難所開設・運営訓練
・住民避難報告訓練
・ヘリコプターによる第３次病院搬送訓練
　（航空隊）および上空偵察
・救急救護所開設訓練
・水防訓練
・水道管破裂復旧訓練
・倒壊家屋救出訓練
・自衛消防隊初期消火訓練
・体験型防災訓練
　消火器取り扱い、バケツリレー消火、
　救護体験・救急法（ＡＥＤ）、地震体験車
・その他
　防災ヘリコプター、消防団多機能車、
　住宅用火災警報器の展示など
　（※訓練内容は変更する場合があります）

平成28年２月から操業開始

伊藤社長と握手する山辺市長
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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

～振り込め詐欺などに注意～

これらの言葉を言われたら「詐欺だ！」と疑ってください。
◆電話番号が変わった　 　　変更前の電話番号に電話して確認しましょう！
◆還付金があるからＡＴＭへ行ってください　　　公的機関がお金を返すのにＡＴＭの操作を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求めることはありません！
◆宝くじの当選番号を教えます　　　当選番号が事前に分かることはありません！
お金を要求する電話があったら、家族、知人、羽咋警察署（☎22-0110）に相談しましょう。

　

　

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）

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

　９月は健康増進普及月間です。健康寿命を延ばすためにも、一緒に健康づくりをしませんか。頭と体をさび
させないために、一緒に楽しくエクササイズしましょう（※市民の方ならどなたでも対象、参加費無料）。
日時　９月９日㈬　午後３時～４時30分　場所　羽咋すこやかセンター　３階ホール
講師　平下政美氏（金沢学院大学スポーツ健康学部教授　北國新聞掲載『貯めよう筋肉』著者）
内容　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）予防や脳の老化予防のエクササイズについての講義と実技
締切　９月７日㈪　　持物　水分、タオル　 ※運動しやすい服装と運動靴でお越しください。　

　最近、日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、「流出した個人情報を削除してあげる」
と持ちかけてくる者が現れています。
・日本年金機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡することは、一切ありません。なお、流出が確

認された方への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせします。
・日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキャッシュカードを要求することは、一切ありません。
・日本年金機構が、この件でお客さまにATMの操作をお願いすることは、一切ありません。
　ご自分の情報が流出しているのでは？など、ご心配の方は、下記専用電話窓口またはお近くの年金事務所へ
ご相談ください。
　日本年金機構　専用電話窓口（通話料はかかりません）（☎0120－818211）
　受付時間は午前８時30分から午後９時まで

～足・腰・脳を、いつまでも健康に～健康講座を開催

「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意を！

ハク太郎
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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　９月13日㈰ 14:00 ～　　　
「ガーディアンズ/伝説の勇者たち」
（約97分）
場所　コスモアイル羽咋・小ホール
参加費　無料　　申込不要
問　市図書館（☎22-9777）

日時　9月27日㈰
　　　 開場13：30、開演14:00
場所　コスモアイル羽咋・大ホール
入場料　無料(入場整理券が必要)
※入場整理券はコスモアイル羽咋、
羽咋公民館で配布します。
問　藤塚久美子さん(☎22-3993)

　道路交通調査（全国道路・街路交
通情勢調査）を９月～ 11月に行い
ます。
　この調査は、自動車の使われ方や
道路の状況などを調べるもので、お
おむね５年に１回実施しています。
　無作為に抽出した自動車の所有者
にアンケートを郵送しますので、ご
協力をお願いします。
問　国土交通省　金沢河川国道事務
所　調査第二課(☎076-264-9912)

道路交通調査のアンケート
にご協力を

日時　 ９月12日㈯（第６回）
　　　10月10日㈯（第７回）
　　　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　布１枚、裁縫用具
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　第６回は９月２日㈬～９
月11日㈮、第７回は９月30日㈬～
10月９日㈮

日時　10月３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　９月23日㈬～10月２日㈮

広　告　欄

　羽咋警察署の新庁舎が完成しまし
た。駐車場整備などの工事はまだ完
成していませんが、新庁舎での業務
開始前に内見会を開催します。
日時　９月６日㈰ 10：00～15：00
場所　羽咋警察署敷地内
※駐車場には限りがありますので、出
来るだけ乗り合わせてお越しください。
新庁舎業務開始日　９月14日㈪
問　羽咋警察署（☎22-0110）

　皆さんの周りで高齢者や障がい者
に対するいじめ、いやがらせ、虐待
などの人権侵害が疑われる事案があ
れば、気軽にご相談ください。
受付期間　９月７日㈪～９月11日㈮
8：30 ～ 19：00、９月12日㈯・13日
㈰　10：00 ～ 17：00
電話番号　0570-003-110
　　　(全国共通人権相談ダイヤル)

　目が見えにくく一人で悩んだり
困ったりしていませんか。見えにく
くても使いやすい便利な道具など、
手に取って体験できます。
日時　９月10日㈭　10:00～15:00
場所　市役所２階203会議室
問・　　市健康福祉課・援護係
　　　　（☎22-3939）

図書館の映画上映会

古着のリフォーム教室

一年って楽しい事が
　　　たくさんありますよね・・・。
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クリンクルはくい９月行事
（☎27-1153）

申

第９回羽咋公民館カラオケ教室
｢ふじの会｣発表会

エコクッキング教室（第６回）

羽咋警察署新庁舎内見会
のお知らせ

“高齢者・障がい者の
人権あんしん相談”強化週間

目が見えにくい人・見えない人
のための福祉相談会
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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

日時　９月12日㈯ 10:00～15:00
　　　※受付は14:45まで
場所　羽咋公民館
内容　借地や借家、金銭貸借、相続、
離婚などの民事全般
※労働問題、刑事事件、税務関係、
裁判中、調停中のものは除きます。
主催　金沢大学法律相談所
問　市総合窓口課（☎22-5940）

　羽咋郡市には、もっとみんなに
知ってほしい星のように輝いたお店
がいっぱいあります。
　そんなお店が集まって、「星空マ
ルシェ」を開催します。
　子供から大人まで楽しめるお店が
いっぱい！！是非遊びに来てね！
日時　９月23日㈬～25日㈮
　　　17：00～21：00
場所　パセオ通り商店街
主催・問　公益社団法人　羽咋青年
会議所（担当：中村☎090-4324-
6973）

　遺言や金銭、不動産の賃借、離婚
に伴う養育費の支払いなどの契約を
公正証書にしておくことで、争いを
未然に防止し、大切な財産を守るこ
とができます。
日時　10月１日㈭～７日㈬
　　　９：00～17：00
場所　七尾公証役場
相談員　金沢地方法務局所属公証人
相談事項　相続・遺言、公証事務全般
問　七尾公証役場
　　(☎0767-52-6508）

期間　10月５日㈪～８日㈭
申込締切　９月24日㈭
定員　15人(55歳以上で就職希望の人限定)
会場　羽咋勤労者総合福祉センター
問・　　市シルバー人材センター
　　　　（☎22-2700）

　相続や遺言、契約、会社設立、各
種許可申請の手続きなどさまざまな
相談についてお答えします。
◆電話による無料相談会
日時　10月９日㈮～11日㈰　
　　　10:00～16:00
 　　  （☎076-268-9110）
◆面談による無料相談会
日時　10月11日㈰　10:00～16:00
場所　平和堂アル・プラザ鹿島
問　石川県行政書士会
　　（☎076-268-9555）

内容　司法書士によるお金に関する
相談と専門医と保健師、相談員によ
るこころと体の相談（相談無料・要予約）
日時・場所　９月10日㈭13：00 ～
15：00・ハローワーク七尾２階会議室、
９月11日㈮　9：30 ～ 11：30・ハロー
ワーク羽咋２階会議室
問・　　能登中部保健福祉センター
　　　　(☎0767-53-2482)

　「警察の 相談ダイヤル ♯ 9110」
110 番は事件・事故の緊急通報電話
です。不急の相談は警察安全相談へ
電話してください（通話料は有料）。
■本部警察相談専門電話
　「＃９１１０」または☎076-225-9110
■羽咋警察署警察安全相談室
　☎22-0110
※交番・駐在所でも受け付けています。
問　羽咋警察署（☎22-0110）
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こころとくらしの悩み相談会

申

9 月 11 日は「警察安全相談の日」

民事無料法律相談

「星空マルシェ」を開催

無料公証相談所を開設

介護補助講習会のご案内

申

行政書士無料相談会

完成イメージ図
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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

　現在、取り扱いなし。
　ご家庭に眠っている品で、まだ使
えるものはありませんか？
　不要になったものを譲り合い、循
環型社会を目指しましょう。

問・　　市商工観光課（☎22-1118）

広　告　欄

■人口　22,641人( + １人)
　□男性　10,718人( + １人)
　□女性　11,923人( ±０人)
■世帯数　8,473世帯(+５世帯)
■異動
　□出生　　　  10人　
　□死亡　　　  19人
　□転入など　  43人
　□転出など　  33人
＊平成27年８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９月分

申

東日本大震災義援金の寄託
寄託総額11,795,538円

(８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　羽咋市ゆかりの民俗学・国文学者で、歌人「釋

しゃく
迢
ちょう

空
くう

」としても知ら
れる折

おりくち
口信

しの
夫
ぶ

博士と養子折
おりくち

口春
はる

洋
み

（旧姓藤井、羽咋市寺家町出身）父
子の世界に触れてみませんか。（※入場無料。事前申込不要）
日　時　９月２日㈬～ 3日㈭　場　所　コスモアイル羽咋　小ホール
内　容　講座　２日㈬　午後３時 ～  
　　　　　「折口信夫と海外理論」
　　　　　講師：國學院大學文学部教授　小川直之 氏
　　　　記念講演　３日㈭　 午後１時30分～　
　　　　　「折口信夫の話（六）」
　　　　　講師：國學院大學名誉教授　　岡野弘彦 氏

　７月29日、市は建設機械のレンタル企業であ
る、株式会社ヨシカワと「災害時のレンタル機材供
給に関する協定」を締結しました。
　協定締結により、大規模災害が発生した際に、
市は同社から仮設トイレや発電機などの提供を優
先的に受けることができるようになりました。

問い合わせ　　市生涯学習課・文化コミュニティ係（☎22-9331）

９月２日～３日開催

問い合わせ　市地域防災対策室（☎22-7176）

折口文学市民公開講座

株式会社ヨシカワと災害時の協定締結

　10月17日㈯に、千里浜児童センターで、フリーマー
ケット「育児用品リサイクルショップ」を開催します。
　出店される人は、千里浜児童センターまでお申し込み
ください。
募集締切　９月30日㈬
※詳しくは、ホームページでも確認できます。
ＵＲＬ：http://www.i-oyakomi.net/（いしかわ子育て支援団）

申込み・問い合わせ　千里浜児童センター（☎22-6318）

「育児用品リサイクルショップ」 出店者、募集！

市歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ

　企画展準備のため、９月28日
㈪～10月16日㈮は休館します。

協定書を取り交わす高柳正弘取
締役営業統括部長と山辺市長
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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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国道415号バイパスの第二期区間が一部供用開始

市
民
文
芸

市
長
か
ら
の
手
紙

　７月31日から福水町地内にお
いて、国道415号バイパス道路が
一部供用開始になりました。距離
にして460㍍になります。
　事業主体の石川県の道路事業担
当者や土地・建物を提供していた
だいた地元の関係者の皆さまに改
めて感謝を申し上げます。
　国道415号は、石川県羽咋市か
ら富山県氷見市を通り、富山市ま
でを結ぶ、両県の幹線道路です。
のと里山海道の無料化や能越道七
尾ICまでの完成など交通新時代
が到来する中で、本市にとっても、

中京圏および関東圏を結ぶ経済・
観光の基幹道路となっています。
　また、北陸新幹線の停車駅への
アクセス向上を始め、世界農業遺
産の活用や志賀原子力発電所に対
応する避難路など、市民の安全・
安心を守る災害に強いネットワー
ク形成道路として大きな役割が期
待されています。
　バイパスが整備された区間では、
急カーブや狭い箇所があった旧道
を迂回することができるので、以
前から問題となっていた人身事故
や建物損壊事故について解消され

ることになりました。しかし、第
二期区間の全面供用開始までに解
決すべき課題は多々、残っていま
す。
　私も事業の促進に全力を尽くし
ますが、沿線の皆さんの温かいご
支援とご協力をよろしくお願いし
ます。　
 （８月４日）

羽咋市長　山辺芳宣
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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

9/１ ㈫ 13：30～
14：30 シルバー人材センター入会者説明会 鹿島路公民館 シルバー人材

センター

14：30～ あそびの教室 すこやかセンター 健康福祉課

  2 ㈬ 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 すこやかセンター 健康福祉課

15：00～ 折口文学市民公開講座 コスモアイル羽咋 生涯学習課

  3 ㈭ 1２：45～ １歳6か月児健診 すこやかセンター 健康福祉課

13：30～ 折口文学記念公開講座 羽咋公民館 生涯学習課

   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

  5 ㈯ 17：30～ 千里浜レストハウス　蔵コンサート 千里浜レスト
ハウス

千里浜レスト
ハウス

  6 ㈰ 15：00～ 第20回自衛隊定期演奏会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

  8 ㈫ 10：00～ 市議会　定例会本会議
（質疑・質問） 市議会議場 議会事務局

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

センター

  9 ㈬ 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～ 市議会　総務民生常任委員会 市議会
第１委員会室 議会事務局

15：00～
16：30 健康講座 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

 １0 ㈭ 13：30～ 市議会　産業文教常任委員会 市議会
第１委員会室 議会事務局

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

 １１ ㈮ 13：30～ 市議会　決算特別委員会 市議会
第１委員会室 議会事務局

 １2 ㈯ 10：00～
15：00 民事無料法律相談 羽咋公民館 総合窓口課

18：00～ 永光寺　蔵コンサート 永光寺 永光寺

 １3 ㈰ 9：00～ プレミアム商品券発売 市役所横体育館 商工会

11：00～
11：30 わくわくおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

14：00～ 羽咋市まち・ひと・しごと創生シンポジウム すこやかセンター 企画財政課

14：00～
15：40

図書館映画上映会
『ガーディアンズ/伝説の勇者たち』（約97分） コスモアイル羽咋 図書館

 １4 ㈪ 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

 １5 ㈫ 14：00～ 市議会　定例会本会議
　（委員長報告・採決など・閉会） 市議会議場 議会事務局

工事の発注状況
（１千万円以上）７月分

◆羽咋中学校擁壁設置工事（2,981万円、㈱高嶋工務店）◆市道羽咋292号線
改良工事（1.323万円、富山土建㈱）◆羽咋駅東広場舗装工事（その１）（1,361
万円、盛進工業㈱）
＊入札結果は、市のホームページで公開しているほか、どなたでも市企画財
政課（☎22-7162）で閲覧できます。

９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。

６日㈰
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町  ☎22-0807
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪  ☎29-3188
１３日㈰
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町  ☎22-5652
２0日㈰
　疋島クリニック（外科・胃腸科・内科）
　羽咋市旭町  ☎22-1205
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町  ☎22-0807
２１日（月・祝）
　池野整形外科耳鼻咽喉科医院
　志賀町高浜町  ☎32-0040
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ヶ下町  ☎22-7888
２２日（火・祝）
　加藤病院（外科・胃腸科・内科）
　志賀町高浜町  ☎32-1251
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町  ☎22-2479
２３日（水・祝）
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町  ☎32-5307
　森田クリニック（形成外科・皮膚）
　羽咋市鶴多町  ☎23-4775
２7日㈰
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町  ☎26-0210
　羽咋池野整形外科医院
　羽咋市南中央町  ☎22-0254
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 １6 ㈬ 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

 １7 ㈭ 10：00～
16：30 心のケアサポート（要予約） すこやかセンター 健康福祉課

10：00～
14：00 寿文化祭 老人福祉センター 社会福祉協議会

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

13：30～ 介護者交流サロン
「オリジナル作品作り」 すこやかセンター 地域包括支援

センター

 １8 ㈮ 14：00～
15：00 まんまクラブ すこやかセンター 健康福祉課

 １9 ㈯ 13：30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
「実験工作だいすき教室」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 24 ㈭ 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

 25 ㈮ 13：30～
15：00 運動教室 すこやかセンター 健康福祉課

17：30～ 唐戸山神事相撲 唐戸山相撲場 商工観光課

 26 ㈯ 14：00～
15：00 おはなし会（語り） コスモアイル羽咋 図書館

 28 ㈪ 11：00～
11：30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 29 ㈫ 13：00～ ４か月児健診 すこやかセンター 健康福祉課

 30 ㈬ 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 すこやかセンター 健康福祉課

１0/3 ㈯ 8：30～ 防災総合訓練 眉丈台地スポーツ
広場 地域防災対策室

１0/4 ㈰ 9：15～ 第58回羽咋市社会福祉大会・第23回はくい
福祉まつり

羽咋体育館・羽咋
すこやかセンター 社会福祉協議会

羽咋市からの情報として、1市3町の広報
紙に「唐戸山神事相撲」を紹介しました。

七尾市

志賀町

お熊甲祭

若い衆が20ｍもある深紅の枠旗を担ぐ
勇壮な祭。枠旗を地面すれすれに倒す妙
技「島田くずし」が披露されます。
日時　９月20日㈰
場所　熊甲神社（中島町宮前）
無料シャトルバス運行
能登中島駅～中島市民センター～祭り会館
中島市民センター～祭り会館
問　観光交流課（☎0767-53-8424）

見竹神社萬燈祭

第10回中能登町
福祉のつどい

宝達志水町
東間大花火

中能登町

Ｈ・Ａ・Ｂ（羽咋に・集まれ・バーベキューだ！ ）
　羽咋市内外の若者、集まれ！友達を作りたい人、恋人を探したい人、楽
しい仲間を見つけたい人、異業種交流したい人…どんな出会いが待ってい
るかは君次第。集まってみれば、みんな友達！まずは仲良くなることから
始めよう！
　バーベキューやレクリエーションを行い、皆と交流をはかります。
■日　時　９月26日㈯　午前11時30分～午後３時
　　　　　（受付は午前11時から）
■場　所　眉丈台地自然緑地公園バーベキュー広場　
■定　員　約60人　
■参加費　1,000円　
■締　切　９月18日㈮まで

問い合わせ　市青年団協議会・生涯学習課（☎22－9331）　　　　
　　　　　　　　（Ｅ-mail: hakuishiseikyou@yahoo.co.jp）

　　　　　　　※お問い合わせは、できるだけメールでお願いします

市

７千本の竹燈籠にろうそくを灯し、神社
の境内や川べりなどに並べ、集落を照ら
します。幻想的な秋の里山風情をお楽し
みください。
日時　９月16日㈬　18：00 ～
場所　見竹神社（長田）
問　志賀町観光協会（☎0767-32-9341）

市

市

市

宝達山の麓に位置する“花火師の郷”東
間。趣向を凝らした様々な花火で秋祭り
を盛り上げます。
日時　９月26日㈯　20：00～
場所　農村公園（東間）
駐車場は放牧場（石川県畜産試験場）横
にあります。
問　能登煙火㈱（☎0767-28-2514）

福祉功労者表彰式典、渡部陽一さん（戦
場カメラマン）による記念講演、ふれあ
いコーナーやお楽しみ抽選会があります。
日時　10月４日㈰　９：00 ～
場所　ラピア鹿島
問　中能登町社会福祉協議会
　　（☎0767-74-2252）
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(柳田町：柳田町会)

市指定文化財　史跡
（昭和52年６月16日指定）

　柳田町の集落北側で邑知潟とその周辺に拡がる集落を一望に見
渡すことができる立地にあります。眉丈山の自然地形の斜面を利
用した二段築造の大型円墳で、墳頂に楊
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られて
います。古墳の規模は、長径約42㍍、短径約32㍍、高さ6㍍前
後と推定されています。埋葬施設は、楊田神社境内に古墳から運
び出したと伝える石材が残ることから横穴式石室と考えられます。
未発掘であるため、出土遺物はなく、埴
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石なども見つかっ

ていません。築造年代は、５世紀末から６世紀初頭と推定されて
います。
　この古墳は、滝５号墳や柴垣観音山古墳などとともに市内では、
大型円墳のひとつであり、各古墳群の首長墓のあり方や構成を知
るうえで重要です。

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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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＞

 にんじんゼリー
　にんじんが苦手な人にもおすすめ

材料（４人分）
・にんじん ………… 40㌘
・粉寒天 …………… 2.0㌘
・水 ………………… 大さじ4
・砂糖 ……………… 小さじ4
・オレンジジュース … 大さじ4
・レモン汁 ………… 適宜

①にんじんは皮ごとすりおろす。
　（またはミキサーにかける）
②鍋に、寒天、水、砂糖を混ぜ合わせてから、弱火にかけ、煮

溶かす。
③さらにオレンジジュース、にんじんを加え、ひと煮立ちさせ

てから火を止め、レモン汁を加える。
④型に流し入れ、粗熱をとってから冷蔵庫で冷やし固める。

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　 23㌔㌍
・塩分　　　　　0.5㌘

　
　ゼリーなどの糖分を含むおやつは、空腹時ではなく、食
後に食べましょう。
　血糖値の急激な上昇を防ぎ、インスリンを無駄使いせず
にすむので、糖尿病などの生活習慣病予防に効果的です。
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■今年の羽咋まつりで行われた神子原獅子舞（表
紙参照）は、圧巻の演舞で会場の観客をくぎ付け
にしました。伝統芸能である羽咋の獅子舞のす
ばらしさを再認識しました。■邑知中2年生・鹿
西高2年生が市内の各事業所で3日間、職場体験
しました（15㌻参照、羽咋中は10月号で掲載
予定）。彼らは大人の仕事や職場の雰囲気にふれ、
きっと多くのことを学ぶことができたと思います。
広報広聴係の仕事を体験した6人も最初は緊張し
た様子でしたが、最後まで一生懸命取り組んでく
れました。仕事はやってみなければわからないこ
とばかりだと思います。彼らのこれからの人生の
中で、ほんの少しでも今回の経験を生かしてもら
えれば幸いです。　
� 広報広聴係　見附　敦史

栄養メモ


