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｢羽咋創生｣の新たな飛躍の年に

羽咋市長　山辺　芳宣

　新年、明けましておめでとうございます。皆さま方には、健やかに新春をお迎えの
ことと、心からお慶び申し上げます。
　昨年７月、本市に、羽咋創生の拠点施設として整備を進めてきた「道の駅のと千里
浜」が、県内25番目の道の駅としてオープンいたしました。オープンから約２カ月
で買い物客10万人を達成するなど、順調なスタートを切ることができました。本市
では、この道の駅を核として、交流人口の拡大や観光情報の発信などに努めるととも
に、雇用の創出や若者の定住に取り組み、地域経済循環システムの構築を推進してま
いりました。
　さて、本年７月、本市は市制施行60周年を迎えます。この節目となる本年を「羽
咋創生」の新たな飛躍の年と位置づけ、急速に進む人口減少と少子高齢化に歯止めを
かけ、持続可能な地域社会づくりを目指す「がんばる羽咋創生総合戦略」を、より積
極的に推進してまいります。
　具体的には、地域資源を活用した農業の６次産業化を推し進め、新たな雇用を創出
します。
　さらには、「道の駅のと千里浜」の運営事業者である「羽咋まちづくり株式会社」に「地
域商社部門」を設置して、地域資源と地域産業をトータルプロデュースし、地域全体
の活性化を図る仕組みづくりを目指す「地域商社」としての機能の創出にも取り組ん
でまいります。
　また、企業誘致の継続や若者の移住・定住促進を図る住宅地造成などの人口減少対
策、健康寿命延伸に向けた地域包括ケアシステムの構築や防災・子育て・生涯学習の
拠点施設としての邑知公民館の建設などを重点的に進めるとともに、「持続可能なま
ちづくり」を推進するため、地域コミュニティの活性化に積極的に取り組んでまいり
ます。
　結びに、本年も市民の皆さまの温かいご支援とご協力をお願い申し上げますととも
に、本年が皆さまにとりまして、素晴らしい１年となりますよう心からお祈り申し上
げまして、年頭のごあいさつといたします。

市 民 の
年 頭 の ご
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オール羽咋で｢羽咋創生｣に全力投球

羽咋市議会議長　櫻井　英一

　新年、明けましておめでとうございます。
　羽咋市議会を代表いたしまして、市民の皆さま方に新年のごあいさつを申し上げま
す。
　昨年は市議会議員選挙が行われ、議会も新しい顔ぶれとなり、議員一同、清新な気
持ちでスタートいたしました。旧年中に市議会に賜りました格別のご理解とご協力に
厚く御礼を申し上げます。
　さて、平成27年の国勢調査において、我が国の総人口は調査開始から初めて減少し、
全国的に本格的な人口減少社会を迎えています。人口減少は地域経済の衰退、福祉・
教育・社会インフラ等公共サービスの縮減など、地域社会と市民生活に悪影響をもた
らします。
　そこで本市では、人口減少を抑制し、「しごと」「ひと」「まち」の好循環を生み出
すため、平成27年度から「がんばる羽咋創生総合戦略」を重点施策に位置付け、推
進しています。市議会としては、この「がんばる羽咋創生総合戦略」に盛り込まれた
施策・事業の実現に向け、市執行部と議論を重ね、しっかりと人口減少対策に取り組
みます。
　また、羽咋市のさらなる活性化のためには、交流人口を増やすことが重要です。本
市の魅力であり、強みでもある観光資源や文化財を最大限に活用するため、市執行部
とともに汗をかいてまいります。
　人口減少・少子高齢化が進行する現実に正面から向き合い、議員一人一人が市民代
表としての責任と役割をしっかり自覚し、市民の皆さまのご期待に応えるべく全力を
尽くしてまいりますので、今後とも市議会に対し、なお一層のご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、市民の皆さまのご健勝とご多幸を心から祈念申し上げ、年頭のごあ
いさつといたします。

皆 さ ま へ
あ い さ つ

背景写真：滝地区ほ場から長手島を望む
耕作放棄地を活用した農地集積と水田の大型化を図るとと
もに、太陽光発電を備えた滝地区のほ場
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特集 史跡　寺家遺跡を史跡　寺家遺跡を
　　「知り、守り、生かす」　　「知り、守り、生かす」
史跡　寺家遺跡を史跡　寺家遺跡を
　　「知り、守り、生かす」　　「知り、守り、生かす」
史跡　寺家遺跡を
　　「知り、守り、生かす」

～地域に生きる史跡をめざして～～地域に生きる史跡をめざして～～地域に生きる史跡をめざして～

　今からさかのぼること約1200
～1300年前の奈良・平安時代。
能登国一宮の気多大社は、天平
20年（748年）に越中国司の大伴
家持も訪れているように、古代か
ら羽咋に存在し、北陸道諸国の中
でも重要な立地にあった能登の有
力神社として知られていました。
　その頃の気多大社では、どのよ
うな「神への祈りと儀式（神まつ
り）」が行われ、どのような人々
が支えていたのでしょうか？寺家
遺跡から発見された調査成果は、
そのことを教えてくれます。
　寺家遺跡は、気多大社から約
800ｍ南東に位置し、一ノ宮駐在
所から猫の目交差点周辺にかけて

広がる遺跡で、能登有料道路(現
のと里山海道)建設に伴い1978年
に発見されました。
　遺跡の発掘調査では、古代神社
に関するさまざまな発見が相次
ぎ、多数出土した銅鏡や勾玉な
どの道具類は、実際に神への儀式
が行われていたことを教えてくれ
ます。そして、神まつりを行った
と考えられる遺構、それを支えた
人々の住まい、使用した道具の製

作工房、神社関連施設の建物跡も
発見され、古代神社の背景や組織
の様子もわかってきました。
　出土品には、地方ではほとんど
出土しない高級品や希少品も含ま
れており、地方の枠を超えた国家
の神まつりが行われていたと考え
られます。その内容から、当時の
国家から非常に重要視された「古
代気多の神」と深く関わる遺跡だ
ということもわかってきました。

史跡　寺家遺跡とは？史跡　寺家遺跡とは？
～古代気多の神を知る遺跡～～古代気多の神を知る遺跡～

古代から鎮座する能登国一宮「気多大社」と入らずの森

、使用

銅
鏡

祭
具

三彩

祭
具
祭
具

特集：史跡　寺家遺跡を「知り、守り、生かす」

古代神まつりの道具
寺家遺跡では、8、9世紀
代の銅鏡、銅

どうれい

鈴、皇朝銭、
帯金具、鉄鏡、鎌、刀

とう

子
す

な
どの金属製祭祀具のほか、
勾
まがたま

玉、三
さん

彩
さい

など多種多様に
出土しており、神まつりに
惜しみなく祭具を使用した
ことがうかがえる。
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　このような古代の神社に関する
発見があった遺跡は全国的にもま
れで、その重要性から国が指定す
る“史跡”になっています。市内
では、弥生時代の大きな村の跡が
発見された吉崎・次場遺跡に次い
で２件目の国指定史跡になります。
　羽咋の人々にとっては、能登国
の一宮が羽咋にあることは当たり
前のように感じ、疑問を持つこと
が少ないかもしれませんが、寺家

遺跡と周辺の遺跡群は「なぜ、能
登国一宮は羽咋にあるのか？」と
いう謎を解明する可能性を持って
います。寺家遺跡の周辺には、滝・
柳田の古墳群、奈良時代の古代寺
院シャコデ廃寺跡、正覚院など
の神宮寺関連資料、気多大社の重
要文化財建造物や古式の特殊神事
「鵜祭」など、古墳時代から現在
に至る、たくさんの文化財が集中
しています。これらの歴史の関係
性を調べ、伝える諸活動を市民一
丸となって行うことで、人の交流

を増やし、歴史と文化を生かした
地域づくりが可能です。これもま
た、この遺跡が持つ新しい価値と
魅力と言えます。

特集：史跡　寺家遺跡を「知り、守り、生かす」

寺家遺跡の価値と魅力寺家遺跡の価値と魅力
～地域の歴史を解明する～～地域の歴史を解明する～

正覚院の阿弥陀如来坐像
正覚院は、中世（室町時代）から
存在が確認される気多神宮寺の一
つ。この仏像は、平安時代後期の
藤原時代のものとされ、国指定重
要文化財（彫刻）である。

寺家遺跡に関連する文化財をご紹介

墨書土器「神」
土器に｢神｣とい
う文字が書かれ
ており､寺家遺
跡が古代神社に
関わることを直
接的に伝える重
要資料。

ガラスるつぼ
古代ガラスを溶か
す耐熱容器。奈良
の平城宮周辺の関
係遺跡などでしか
出土事例がなく、
地方での出土は極
めてまれである。

国指定重要文化財　気多神社拝殿

平国祭(おいでまつり　３月）
気多大社の祭神が能登地域を６日間か
けて巡行する行幸祭。地元では「寒さ
も気多の‶おいで"まで」と言われ、春
告げの祭りとしても知られる。

鵜祭
(国重要無形文化財　12月）
深夜の拝殿に鵜を放ち、
その動作で吉凶を占う古
式の特殊神事。

遺跡の発掘調査に参加して、羽咋
の謎を解明しませんか？
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特集：史跡　寺家遺跡を「知り、守り、生かす」

寺家遺跡の価値、整備方針を探る
～シンポジウムで専門家らが意見交換～

　11月5日にコスモアイル羽咋で開催された、寺家遺跡の整備を考えるシンポジウム。
　午前は遺跡について学ぶ「知る編」、午後は遺跡の整備を考える「生かす編」として140人が参加し
ました。多彩な講師陣から充実した内容の講演があり、パネリストセッションでは、さまざまな意見・
アイデアを共有する場となりました。各専門家の論点概略は以下のとおりです。

午前の部「遺跡を知る編」

午後の部「遺跡を生かす編」

國學院大學教授
笹
さ そ う

生　衛さん

特別講座　「祭祀考古学研究からみた史跡寺家遺跡の価値
－寺家遺跡と古代の気多神社－神観・祭祀の実態と祭祀遺跡－」

　寺家遺跡から発見されたさまざまな成果を再検討し、古代の気多大社の性格や位
置付け、神まつりの内容に迫りました。
　気多大社は、古代から能登の重要地域であった羽咋に「坐

ま

す」神であり、国家的
な祭祀（神まつり）の対象とされ、調査成果からその古代の景観を復元することが
可能であることを訴えました。

文化庁調査官が伝えたい史跡の整備
「史跡をどのように生かすか－羽咋への提言－」
　全国の史跡整備事例に精通する文化庁記念物課主任調査官の立場から、寺家遺跡
の整備やその方向性に対する考えを示しました。
　また、寺家遺跡の価値を伝えるためには、気多大社を中心に置いて考えるべきと
述べ、羽咋の歴史を語る上で欠かせない気多大社の重要性を強調しました。

寺家遺跡研究から見た羽咋
「能登、羽咋、寺家遺跡。史跡整備への想い。」
　小嶋教授は、1978年の遺跡発見時から寺家遺跡の発掘調査を担当し、調査研究
を続けた第一人者です。
　40年前の調査で撮影したカラースライド写真をもとに、遺跡の発見の様子や移
り変わりなど、調査の現場に立った者ならではの経験と知識を伝えるとともに、東
北や北方世界、大陸や朝鮮半島も含めた日本海を取り巻く古代社会での能登と羽咋
の位置付けから、寺家遺跡の歴史的価値を説明しました。

先行事例に学ぶ－活用の現場から－
「古代の西都、大宰府の文化財を生かしたまちづくり」
　古代日本のアジアへの玄関口として、数多くの多彩な古代遺跡がある太宰府市の
文化財を生かしたまちづくりの先進事例を紹介。
　遺跡と市民が関わる機会を増やすことで、地域の文化遺産に対しての「見守り」「保
護し」「育てる」活動につなげる具体例を提示しました。

文化庁主任調査官
佐藤正知さん

金沢学院大学教授
小嶋芳孝さん

太宰府市教育委員会
井上信正さん
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特集：史跡　寺家遺跡を「知り、守り、生かす」

パネリストセッション　「寺家遺跡の整備を地域で守り､ 伝え､ 生かすには」

　寺家遺跡の史跡整備において、神に捧げる祈りや儀式という「カ
タチのないもの」を、どのように表現して伝え、理解してもらう
か。寺家遺跡の最大の特徴・魅力である一方で、非常に難しい課
題です。各パネリストからは、模型や映像作成、現地文化財ウォー
キングなど、遺跡を身近に感じるためのさまざまな方法が話し合
われました。また、寺家遺跡の「砂丘に埋もれた遺跡」というも
う一つの特徴を、どのように表現し伝えるかという議論では、砂
丘の土層の様子をモデルにした「砂丘ケーキ」を作るアイデアも
ありました。遺跡をお菓子や食品で食べながら理解できれば、文
化財が楽しく身近になります。

　　　　　　　　　寺家遺跡を地域に「生きる」史跡にするために担当者に聞く

　寺家遺跡は、1978年に能登
有料道路の建設関連工事で発見
されて40年を迎えます。この
間、多くの人がこの遺跡に関わ
り、調査・研究を主体に保存が
進められてきました。遺跡を守
るのは人の力に他なりません。
これからは活用を主体に遺跡の
価値や魅力を広く知ってもらい、
100年先の羽咋に生き続ける遺

跡を目指します。
　そのためには、世代を超えて
多くの人が関わり続け、協働で
育てていく仕掛けと仕組みが必
要です。私たちは、この寺家遺
跡の整備と活用、情報発信や交
流普及を通して、市民の皆さん
が遺跡に関わり、羽咋の歴史を
楽しく再発見する場づくりを進
めていきたいと思います。

～寺家遺跡を100年先に残すには～

羽咋市教育委員会
学芸員　中野知幸

寺家遺跡のこれから

　現在、市では、寺家遺跡の保存と活用を推進する
ための「整備基本計画」づくりを進めています。遺
跡の現状は、草やぶの状態で、説明看板などもあり
ません。歴史民俗資料館を訪れる来館者からは「こ
のあと気多大社に行くので、寺家遺跡の現地にも立

ち寄って、古代の様子を感じ取りたい」というご意
見もいただいています。こうした要望にも応え、市
民もビジターも「楽しく羽咋を再発見」できるよう
な環境整備と普及事業を考え、実行していきたいと
思います。

●寺家遺跡出土品を展示しています。
　歴史民俗資料館では、遺跡から出土した銅鏡などの貴重資料を常
設展示しています。ぜひ、ご来館ください。

●「古代の羽咋」出前講座にも伺います！
　寺家遺跡に興味を持った！どんな遺跡なのかもっと知りたい！な
どのご要望にお応えします。町会や公民館、小中学校、各種団体の
郷土学習などにご利用ください。

問い合わせ
市文化財室・歴史民俗資料館
（☎22-5998）
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平成29年 第６回

市 議 会
定 例 会

説明に立つ山辺市長

　平成29年第6回羽咋市議会定例会は、11月30日から12月15日
まで開催されました。平成29年度一般会計補正予算案などが審議
され、市長提出議案10件が可決されました。
　山辺市長は、11月30日、提出議案の説明に先立ち、平成30年度
の予算編成方針を説明し、人口減少対策を柱とする新たな羽咋創生
事業などについて報告しました。主な内容は次のとおり。

６次産業化､地域商社機
能の創出に注力
　来年度の予算編成方針として
は、国の施策に呼応した「羽咋
創生」の新たな飛躍を図るため、
地域資源を活用した農業の６次
産業化などによる新たな雇用の
創出や「道の駅のと千里浜」を
核とした地域商社機能の創出を
重点的に推し進めます。
　また、若者の定住促進による
住宅地造成などの人口減少対策、
健康寿命延伸に向けた地域包括
ケアシステムの構築のほか、防
災・子育て・生涯学習の拠点と
しての邑知公民館の建設などに
も取り組みます。

道の駅に地域資源と地
域産業を結ぶ機能付加
　道の駅運営事業者である「羽
咋まちづくり株式会社」が「地
域商社」としての機能強化を図
り、地域資源と地域産業をトー
タルプロデュースする仕組みづ
くりについては、新たな羽咋創
生事業として、11月７日、国

の地方創生交付金の採択を受け
ました。
　国が認めた先導的なモデル事
業として、事業費のうち1,380
万円に同交付金が充てられます。

台風21号被害で応急復
旧を実施
　台風21号による被害状況に
ついては、道路関係が４カ所で、
被害額は約2,070万円、農林関
係では、農道の２カ所で、約90
万円、林道は３カ所で、約110
万円であり、全体としては９カ
所で2,270万円の被害となって
います。
　神子原町の市道邑知104号線
の道路崩壊箇所については、国
の補助による復旧事業を受けら
れるよう、測量設計と申請手続

きを行っているところであり、
残りの８カ所は応急復旧などを
実施しています。

島出町ひばりヶ丘住宅
跡地を新たな分譲地へ
　羽咋駅東宅地分譲地について
は、平成26年度の住宅分譲に
引き続き、整備工事を進めてお
り、12月下旬の完成を目指し
ています。
　今後は、販売価格や助成制度
を定めるとともに、効果的な販
売促進策を検討しながら、平成
30年１月に販売を開始したい
と考えています。
　また、邑知の郷公園分譲地に
ついては、支持力が低い地盤が
確認され、造成には追加費用と
期間を要することが判明したた
め、市有地の活用を基本に、新
たな分譲地を再検討してきまし
た。
　検討の結果、費用面や事業期
間、分譲戸数と住環境などの評
価が高い、島出町ひばりヶ丘住
宅跡地を新たな分譲地として選
定しました。
　今年度は、測量や設計、開発
行為などの事務を進め、来年度
造成工事を実施し、秋ごろの分
譲開始を目指します。

新たな邑知公民館、平
成30年秋の完成目指す
　邑知公民館については、放課
後児童クラブと消防団の機能を

地域商社機能とは…？
　地域に眠っている、魅力ある
農産品や工芸品などの産品や
サービスの販路を新たに開拓す
ることで、従来以上の収益を引
き出し、そこで得られた知見や
収益を生産者に還元していく役
割を担うこと。
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【可決された議案】
〈市長提出分〉
◆平成29年度羽咋市一般会計
補正予算（第５号）

◆平成29年度羽咋市一般会計
補正予算（第６号）

◆一般職の職員の給与に関する
条例等の一部改正について

◆平成29年度羽咋市国民健康
保険特別会計補正予算（第１
号）

◆平成29年度羽咋市後期高齢
者医療特別会計補正予算（第
２号）

◆平成29年度羽咋市介護保険
特別会計補正予算（第１号）

◆平成29年度羽咋市下水道事
業会計補正予算（第１号）

◆特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部改正について

◆羽咋市立千里浜保育所の指定
管理者の指定について

◆工事請負契約の締結について

【一般質問】
※質問内容や市長はじめ執行部か
らの答弁内容は、近く発行される
『市議会だより』をご覧ください。

第６回羽咋市議会定例会

備えた複合施設として建設する
予定で、避難所機能を有し、省
エネ対策やバリアフリーにも配
慮した施設として整備します。
　今後も、地元町会や関係団体
と協議しながら、平成30年秋の
完成を目指して整備を進めます。

除雪対策、万全に
　除雪対策については、11月
14日に羽咋市道路除雪対策会
議を開催し、町会関係者や民間
除雪委託業者の皆さまに対して、
ご協力をお願いしました。
　市の除雪計画に基づき、12
月１日から道路除雪対策本部を
地域整備課内に設置して、道路
積雪に対応します。
　大型除雪機械の配備について
は、民間からの借り上げを中心

に大型除雪機械46台体制で、ま
た、大雪時にはさらに10台増
やして対応する予定です。狭い
道路や歩道用の小型除雪機械に
ついては、今年度４台補充して
合計26台とし、町会に貸し出
しするなどして市民の皆さまの
ご協力を得ながら道路交通の確
保に努めていきたいと考えてい
ます。

制度改正に伴う国保税
率の改正を検討
　国民健康保険制度の改正によ

り、現在市町村単位で行ってい
る国保財政運営が、平成30年度
からは都道府県単位となり、市
は県に対して国民健康保険事業
費納付金を納めることとなりま
す。
　この納付金については、12
月上旬には推計値、来年１月に
は確定値が示されることとなっ
ています。示された納付金を納
めるために、国民健康保険税率
の改正を検討し、３月議会定例
会で条例の改正を行う予定です。

地方創生尽力で総務大臣表彰を受賞
～移住・定住施策の取り組みで功績～

　12月13日、石川県庁で地方自治に貢献した功労者への総
務大臣表彰伝達式が開かれ、谷本知事が県内６団体、７個人
を称えました。
　自治体としては、小松市、羽咋市、志賀町が移住・定住施
策に取り組み、県外からの移住者の増加に努めた功績で表彰
され、羽咋市からは山辺市長が出席し、谷本知事から表彰状
が手渡されました。
　谷本知事は受賞者の功績を
振り返り、「表彰された皆さ
んの功績はさまざまですが、
いずれも地方の振興、発展に
寄与されました。地方自治法
施行70周年にふさわしい功
績を挙げられたと思います。
これからも存分に力を発揮し
ていただきたい」と祝辞を述
べました。

谷本知事(左)、米澤賢司県議会議長
(右)、山辺市長とで受賞の記念撮影
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　12月1日、酒井町地内の永光寺の参道に新しく
設置された水飲み場の竣工式が行われ、永光寺や
市の関係者ら50人がその完成を喜びました。
　永光寺の参道が、桜並木が続く美しい散歩道で
あり、峨山道トレイルランのコースにもなってい
ることから、市が国の地方創生推進交付金を活用
して整備。シンボルの観音像については、盛進工
業㈱（次場町）会長の荒木龍平さんが永光寺に寄
贈したものを活用させていただきました。
　水飲み場は、永光寺の近くにある烏

う

石
せき

谷が水源
であることから“烏

う

石
せきてい

亭”と名付けられました。
烏石谷の湧き水は“甘い、冷たい、柔らかい、軽
い、清い、臭くない、のどを痛めない、腹を痛め
ない”の８つの徳が備わる“八光徳水”と呼ばれ
る名水として知られています。

　式では、山辺市長や櫻井英一市議会議長があい
さつし、名水を文字どおり呼び水とした交流人口
の拡大に期待を寄せ、永光寺の屋敷智乗住職が感
謝の言葉を伝えました。

　　 新設された‶烏石亭"で名水‶八光徳水"を
　　 味わいながら飲む人たち

永光寺の参道に 場場場場みみみ飲飲飲水水水 新設
～名水発信で交流人口拡大へ～

　
総合戦略の効果検証 ～117の具体的施策について評価～

　12月13日、今年度第２回目となる“まち・ひと・
しごと創生総合戦略会議”を開催しました。
　同会議は、市民の代表者や各分野の有識者が委
員となり、平成29年４月に改訂した“がんばる
羽咋創生総合戦略”の各施策の進捗状況とその効
果を検証することを目的にしています。

　結果、全体の約９割にあたる113施策について
取組内容の深化・発展や継続した方がよいとの評
価で、内容を見直すべきとの評価は４施策のみで
した。　　　
　今後、この評価を取りまとめ、山辺市長に報告
後、総合戦略を見直し、市の平成30年度予算に
反映することになります。

総合戦略の効果を検証し、取りまとめた評価
や意見を報告する委員

■総合戦略の予算反映までの流れ
6月28日
第1回会議

重
点
43
施
策
の
評
価

12月13日
第2回会議

一
般
74
施
策
の
評
価

全
施
策
の
意
見
集
約
・
最
終
調
整

市
長
へ
報
告

来
年
度
予
算
に
評
価
結
果
を
反
映

➡ ➡ ➡ ➡
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万が一の原発災害に備え、関係機関が連携
～大規模訓練に市民約230人が参加～

　11月26日、石川県原子力防災訓練が行われ、
原子力発電所が立地されている志賀町を中心に周
辺自治体や国、県、警察、自衛隊などの関係機関
が連携し、原発から30㌔圏内の住民ら約960人
が参加して万が一の場合にとるべき行動を確認し
ました。
　訓練は、石川県内で震度６強の地震が発生し、
志賀原子力発電所からの放射性物質が周辺地域に
影響を及ぼすことを想定して行われました。羽咋
市からは市民約230人が参加し、市内の各集合場
所から大型バスによる広域避難訓練を実施。避難
者を乗せたバスは、高松サービスエリアや県立看
護大学でスクリーニング検査を受けた後、放射能
汚染を想定した除染も行われ、最終的に訓練避難
場所である県立金沢伏見高校と金沢市立緑中学校
へ避難しました。

　羽咋市役所では災害対策本部を設置。本部と現
場間との連携を確認し、山辺市長がテレビ会議を
通じて国、県と連絡を取り合って情報の伝達や共
有を図りました。このほか、邑知中学校で放射線
防護施設の稼働と同施設への地域住民の受け入れ
訓練が行われました。

訓練参加者を視察する谷本知事
（勤労者総合福祉センター）

　　 　　

第３回　中京羽咋会
～ふるさと羽咋の取り組みに関心寄せる～

高齢者の見守りで
エルピーガス協会
と協定締結

　11月26日、名古屋市のホテルルブラ王山で、22人が出席し、
第３回の中京羽咋会総会が開催されました。当日は、来賓として、
北山吉郎教育長、櫻井英一市議会議長、松島信雄関西羽咋会会長
も出席しました。総会では、役員改選、前年度の決算報告、今年
度の事業計画案や予算案などの議事が審議されました。
　市から参加した職員からは、道の駅オープン当初の盛況ぶりや
道の駅各施設の紹介があったほか、ふるさと納税の今年度の状況、
サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー（SSTR）や峨山
道トレイルランなどのイベントについても説明があり、参加者は
熱心に、ふるさと羽
咋の取り組みに耳を
傾けていました。
　懇親会では、自然
栽培の羽咋米を使っ
た純米酒「唐戸山」
がふるまわれ、会場
は終始和やかな雰囲
気に包まれました。

　11月15日、市と石川県エ
ルピーガス協会羽咋支部は、
“地域の見守り活動等に関す
る協定”を締結しました。
　この協定により、同協会の
会員が、高齢者世帯へガス
器具などの点検を行った際に
声掛けなどの安否確認を行い、
異変があった場合、市への報
告を行うことになります。　
　市役所で、高瀬伸一支部長
と山辺市長とが協定書を取り
交わしました。

問い合わせ　市秘書室・秘書都市交流係（☎22-0771）

市職員からの説明を聞く中京羽咋会の会員

 ～声掛けなどの安否
　　　 確認で市と連携～ 

問い合わせ　地域包括ケア推進室
　　　（☎22-0202）
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全国中学生人権作文コンテスト
　石川県大会　入賞者

‶チーム石川"が
全国青年大会で
第３位入賞　全国中学生人権作文コンテスト石川県大会（法務省、全国擁護委

員連合会 主催）で、応募総数81校15,994作品の中から羽咋中学校
の生徒３人、邑知中学校の生徒２人が入賞しました。

　羽咋市の青年メンバーが中
心となって構成された野球チ
ーム“チーム石川”が、11
月10日から13日にかけて東
京都で開催された第66回全
国青年大会で第３位に入賞し
ました。

羽咋の青年野球チームが奮闘

全国青年大会で３位入賞を
果たした“チーム石川”の
皆さん

■石川県大会　優秀賞
　「心の中の境界線」
　宮嵜　千鈴(羽咋中１年）

■七尾地区審査会 優秀作品
「児童虐待問題につい
　て」
徳和　奈菜（羽咋中３年）

「笑顔いっぱいの世界
　にするために」　
宮田　京佳（羽咋中２年）

「かわいそうだと思わ
　ないでください」
寺井　陽咲（邑知中３年）

「身近ないじめと昔か
　らある差別について｣
安藤　正景（邑知中２年）
　

　特別支援学級の生徒たち
との交流を通して人権につ
いて考えた宮嵜さん。　
　「障害があってもなくて
もみんな平等で、障害があ
る人とも友達として触れ
合っていく大切さを学びま
した」と作文に込めた思い
を話してくれました。

平成30年以降も米の生産調整は続きます！農業者の

皆さまへ

～需要に応じた「生産基準数量」を守り、水田農業の経営安定を図りましょう！～

　主食用米の需要減少が今後も見込
まれる中で、生産量も需要に応じて
調整していかなくては、米価が大幅
に下落し、農業所得の減少が想定さ
れます。
　国による生産数量目標の提示はな
くなりますが、今後は石川県農業活
性化協議会を中心に、需要に応じた
「生産量の目安」を設定し、各市町
やＪＡを通じて農家の皆さまへ情報
提供していくことになります。

　　　　　　　県農林水産部生産流通課（☎076-225-1621）、JA石川県中央会（☎076-240-5230）
　問い合わせ　市農業活性化協議会（市農林水産課）（☎0767-22-1116）
　　　　　　　はくい農業協同組合・営農部・米穀課（☎0767-26-2385）

　米の直接支払交付金(7,500円/10a)は廃止されますが、経営
所得安定対策等の交付金は、平成30年以降も継続されます。
１　水田活用の直接支払交付金
　　小麦、大豆、野菜などの作物を生産する農業者に対して交
付し、水田のフル活用を推進

２　畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）
　  認定農業者等の担い手を対象に、麦、大豆、そばなどの作
付けに対し、収量や品質に応じて交付

３　米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）
　  米、麦、大豆等の作物を対象に、販売収入額の合計が標準
的収入額を下回った場合、減収額の９割を補填　
　（農業者と国が１対３の割合で拠出）
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問い合わせ　七尾税務署（☎0767-52-3381）

もうすぐ確定申告の時期　インターネットを使った‶e-Tax"が便利！

１ 確定申告書は国税庁HP「確定申告書作成コーナー」で！

　国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確
定申告書等作成コーナー」を利用し、確定申告書を作成
することができます。作成した申告書（データ）は、そ
のままe-Taxで税務署に送信（申告）することができます。
　また、プリンターで印刷して郵送などにより税務署へ
提出することもできます。
※e-Taxのご利用に当たっては、事前に開始届出書の
提出、個人番号カード又は住民基本台帳カード、ＩＣ
カードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。
詳しくは、e-Taxホームページ（http://www.e-tax.
nta.go.jp）をご覧ください。

かんたん！

www.nta.go.jp 検索

２ マイナンバーの記載にご注意ください！
　平成29年分の確定申告書には、マイナンバー
の記載と本人確認書類（マイナンバーカードま
たは通知カード＋運転免許証など）の提示また
は写しの添付が必要です。
　申告書などへのマイナンバーの記載は、申告
者ご本人のほか、控除対象配偶者、扶養親族お
よび事業専従者などのマイナンバーも必要です。

マイナンバー
の記載と本人確認書類
の写しの添付が必要！

３ 医療費控除の明細書の添
付が義務化されました！

　平成29年分の確定申告から、医療費の領収書
の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付
が必要となりました。
※明細書に記載した医療費の領収書は自宅で５年
間保存する必要があります。（税務署から求め
られたときは、提示または提出しなければなり
ませんので廃棄しないでください）
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付
すると、明細書への記入を省略できます。

４ 七尾税務署の申告相談は
平成30年２月16日㈮
から！

　七尾税務署での確定申告の相談の受付は、２
月16日㈮からです。申告のために来署する人
は、開設日以降にお越しいただきますようお願
いします。
受付期間　２月16日㈮～３月15日㈭　
　　　　　 （土日祝日は除く）
時　　間　午前９時～午後４時
※会場の混雑状況により、午後４時前であって
も受付を終了させていただく場合があります。
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公立羽咋病院　臨時職員募集

※1:早出・遅出勤務、休日勤務、２交代勤務に
　　ついて手当あり　
※2:勤務時間 パートの場合:午前９時～午後１時
※3:勤務時間 勤務日数、時間は応相談
※4:勤務時間 午前８時15分～12時
　　　　　　（金曜日のみ午前７時15分～12時）
※他の勤務条件など、詳しくは公立羽咋病院ホー
ムページをご覧ください。

１ 選考手順
　　２月上旬から中旬に、公立羽咋病院で採用
試験を実施予定（受験者には別途案内）

２ 採用予定    平成30年４月１日

３ 雇用期間　１年（６カ月更新）
４ 申込受付　１月４日㈭～22日㈪必着
５ 必要書類
　　履歴書（市販のもの）、写真（６カ月以内に撮っ

た写真を履歴書に貼付）
　　有資格者の人は、免許証の写しを添付してく

ださい。

申込み・問い合わせ
　　〒925-8502　羽咋市的場町松崎24番地
　　公立羽咋病院総務課・職員係(☎22‒1220）

職　　　　　種 人員 応　募　資　格　・　職　務　内　容 賃金（予定）
①薬剤師
（日勤、パート） 若干人 薬剤師免許を有する人 日額 14,400円

時間給 1,800円
②看護師
（日勤、パート）

23人
程度 看護師免許を有する人 日額 10,560円

時間給 1,320円

③看護補助員※1
（ケア担当／日勤）

12人
程度

患者介助および
看護業務補助
（早出・遅出勤務、
休日勤務、希望する
人で状況によって２
交代夜勤あり）

准看護師免許を有する
人

日額 10,560円
時間給 1,320円

介護職員初任者研修修
了者または同等の資格
を有する人

月額 154,900円

その他の人 月額 140,700円

④臨床検査技師（日勤） １人
程度 臨床検査技師免許を有する人 月額 169,100円

⑤医師事務作業補助員
（日勤） 若干人 医師の指示のもとに行う事務補助（電子カル

テの操作や書類作成、患者の呼び込みなど） 日額 7,130円

⑥健診室作業補助員
（日勤）

１人
程度 電子カルテ操作、書類作成 日額 7,130円

⑦社会福祉士（日勤） 1人
程度 社会福祉士免許を有する人 月額 169,100円

⑧中央材料室作業補助員
（日勤）

１人
程度

医療器材の洗浄・消毒業務、院内の物品集
配送などの運搬業務 月額 140,700円

⑨眼科補助員（日勤） 1人
程度

視力測定、視野測定などの眼科検査、診療
補助、事務業務補助 月額 140,700円

⑩臨床検査科業務補助員
（日勤、パート）※2

２人
程度 臨床検査業務補助や運搬など 日額 6,510円

時間給 840円
⑪事務補助員
（総務課／日勤）

１人
程度

書類作成・配布、物品管理などの事務補助
業務 日額 6,510円

⑫事務補助員
（医事管理室／日勤）

１人
程度

外来患者の呼び込み､診療録の入出庫作業､
消耗品管理など 日額 6,510円

⑬事務補助員
（障害者手帳保有者）※3 若干人 身体障害者手帳をお持ちの人で事務補助業

務ができる人 日額 6,510円

⑭患者送迎用自動車運転手
　【パート：隔日（週2～3日勤務）】※4

2人
程度 普通自動車第一種免許を有する人 時間給 917円
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お風呂でのヒートショックにご用心！！

４つの予防法

１　飲食後の入浴は血圧が下がりやすいので入浴までの時間を空けましょう。
２　脱衣所に暖房器具などを置いて、部屋同士の気温差がなくなってから入浴しましょう。
３　心臓から遠い場所(手先､足先から徐々)にかけ湯をして､十分に身体を温めてから湯船に入りましょう。
４　水分が不足すると血流が悪くなるので、入浴前後にはしっかりと水分補給をしましょう。

りまし う

３つの予防法

お餅にご注意！！

１　欲張らずに食べ物は小さく切ってから食
べましょう。

２　細かく食べ物を嚙みつぶして、唾液とよ
く混ぜて食べましょう。

３　乳児や高齢者と一緒に
　　食事をする時には、近
　　くで食事の様子を見る
　　など注意を払いましょ
　　う。

窒息事故が起きた場合
※もし、咳をすることが可能であれば、咳をでき
るだけ続けさせてください。

・背部叩打法
　手の付け根で肩甲骨と肩甲骨の間を力強く連続して
叩く。

・ハイムリック法（腹部突き上げ法）
　腕を後ろから抱えるように回し、片手で握りこぶし
を作ったら、その親指側を傷病者のへそとみぞおち

　の間に当てる。その上をもう一方の
手で握り、すばやく手前上方に向
かって圧迫するように突き上げる。

※妊婦や乳児に対して腹部突き上げ法
は行ってはいけません。

羽咋消防署からのお知らせ
問い合わせ（☎22-0089）

日本医師会 救急蘇生法
ホームページ QRコード
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年末年始のごみの収集日

問い合わせ　市環境安全課・環境資源係（☎22-7137）

可燃ごみ
■12月28日㈭が最後で、１月４日㈭が最初
　川原町、旭町、大川町、釜屋町、西釜屋町、
　粟ノ保地区、越路野地区、鹿島路町
■12月29日㈮が最後で、１月５日㈮が最初
　本町、中央町、南中央町、的場町、東的場町、
　千里浜地区、邑知地区、余喜地区
■12月30日㈯が最後で、１月６日㈯が最初
　東川原町、松ヶ下町、柳橋町、鶴多町、御坊山町、
　島出町、富永地区、一ノ宮地区、上甘田地区

資源ごみの特別収集
■１月４日㈭
　東川原町､ 松ヶ下町､ 柳橋町､ 鶴多町､ 富永地区
　（１月１日㈪の収集が休みのため）
■１月４日㈭
　飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬町、千代町、
　福水町、中川町、神子原町、千石町、菅池町
　（１月３日㈬の収集が休みのため）
■１月５日㈮
　釜屋町、西釜屋町、一ノ宮地区
　（１月２日㈫の収集が休みのため）

問い合わせ　市地域整備課・企業経理係（☎22-7133）

上下水道に関するお知らせ

１ 水道水や蛇口の凍結にご注意を

　真冬日が続くと、水道管が凍結し破損しやすく
なりますので、屋外の蛇口などに保温材を巻くな
どして漏水に備えてください。
　なお、蛇口を開いていな
いのに水道メーターのパイ
ロット(こま)が回っている場
合は、漏水の可能性がありま
す。水道工事業者に修理など
を依頼してください。

２ 下水道に異物を流さないで！

　水洗トイレに異物を流すと、汚水を送るポンプ
が詰まって動かなくなる事故が起きます。
　ポンプが動かなくなると、マンホールから汚水
が溢れ出すとともに、接続しているお客様のトイ
レや排水溝などに汚水が逆流してしまう場合があ
ります。
　異物や水に溶けないものは下水道へ流さないよ
うにしてください。

３ ｢上水道･下水道水量のお知らせ｣
　　に広告主募集

～どんなお店でも申し込みできます～
（1）掲載位置　検針票の表面下段
（2）規格　　　縦2.2㌢×横7.2㌢
（3）掲載料　　116,400円（年額）
　※毎月、約9,700枚が広告として市内に配布さ
れます

（4）掲載期間
　　平成30年４月～平成31年３月の12カ月間
（5）申込期限　１月24日㈬まで
　※応募が複数の場合は抽選となります。

広告欄（例）

○□食 堂 ・ はくい店

羽咋市旭町200番地
電話 0767-22-××××
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広　告　欄

専門家指導のもと、
空き家をリノベーション！
空き家のセルフリフォームや
DIYをやってみたい人、専門
家(職人)指導のもと改修工
事を体験してみませんか？

実施日
と内容

第１回　２月18日㈰　まずは床下地に挑戦！
第２回　２月25日㈰　床フローリングを貼ろう！
第３回　３月 ４日㈰　壁下地をやってみよう！
第４回　３月11日㈰　壁上塗りをしてみよう！
第５回　３月18日㈰　クロス貼りをしてみよう！

開催時間 10：00～16：00
募集人数 各回10人程度(各回実施日の10日前までに申し込んでください｡)
開催場所 羽咋市酒井町地内
集合場所 ※詳細はお申込み受付後にご連絡します。
参加費 無料（※昼食に弁当希望の場合　１回につき800円）

実施運営：協同組合　羽咋市建設業協会（委託元：羽咋市)(☎22-2534 ・ FAX 22-7260）
参加を希望する人の｢氏名｣｢住所｣｢年齢｣｢参加希望日｣｢電話番号｣「参加を希望する回」を電話またはFAX
にてご連絡ください。内容確認後、詳細をご連絡させていただきます。

希望する日

だけでも
参加OK!

未経験者でも安心!
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広　告　欄

　　　
胃内視鏡(胃カメラ)検査を助成しています

申請先・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）

　胃ペプシノゲン検査で｢陽性｣となった人に胃内視鏡(胃カメラ検
査)の助成を行っています。

胃ペプシノゲン検査とは・・・
　胃が委縮している状態かどうかを見つける検査です。
　この検査で陽性と判定された人は、胃の粘膜が萎縮している状態(萎縮性胃炎)であることがわかり
ます。
　こうした萎縮性胃炎の人は胃がんになりやすいため、毎年、胃カメラ検査を受けて胃がんの早期発
見に努める必要があります。

対象者

以下の要件を全て満たす人
⑴ 胃内視鏡検査日および申請日当日、羽咋市に住民登録のある人
⑵ 過去に羽咋市のペプシノゲン検査において陽性になった人
※助成は保険診療における検査に限ります（人間ドックなどの保険外診療に
よる検査は対象外となります）

助成対象となる
胃内視鏡の検査日 平成30年３月30日㈮まで

助成額 上限2,000円（助成を受けるには申請が必要です。）
申請受付期間 平成30年３月30日㈮まで

～胃ペプシノゲン検査で陽性になった人【助成の流れ】～
①病院で胃カメラ検査実施
※医師に羽咋市胃がん検診
(ペプシノゲン法)管理精検
結果通知書を提出する。

②羽咋すこやかセンター１階健康推進係
で胃内視鏡検査助成費の申請を行う。

＜必要書類など＞
領収書、明細書（胃内視鏡検査を受けた
ことがわかるもの）、印鑑（シャチハタ
不可）、振込先の分かる通帳コピー

③申請日から約１カ月後
に指定された口座に助
成額（上限2,000円）
が振り込まれます。



No.787 2018年１月 広報はくい　19

広　告　欄

　　　

　　　

後期高齢者保険料

20歳になったら国民年金！ ～新成人の皆さまへ～

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

　羽咋市の後期高齢者医療保険では、省資源化の
推進および経費削減などの理由により、保険料を
口座振替している人に対して、「口座振替納付済
通知書」を送付していません。

　口座振替での納付額については、お手数ですが、
金融機関の通帳記帳によりご確認ください。

　必ず訪れる老後の生活の糧として年金は大
切な収入です。年をとってから「こんなはず
ではなかった」と後悔しないために、老後の
ことを若いうちから計画的に考える必要があ
ります。

　国民年金は全ての公的年金の基礎となるも
のです。公的年金には、国民年金・厚生年金
などの年金があり、このうち国民年金は、日
本に住む20歳から60歳になるまでの全ての
人が加入し、原則65歳から基礎年金が支給
されるようになっています。　

　また、会社などにお勤めの人は、同時に厚
生年金にも加入することになり、老齢基礎年
金に老齢厚生年金が上乗せされた金額が受け
られます。

　なお、確定申告をするために、社会保険料控除
として後期高齢者医療保険料の納付額を確認した
い場合には、市市民窓口課④番窓口までお問い合
わせください。「納付確認書」を無料で交付します。
※申告に納付確認書を添付する必要はありません。

　市民の皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

「口座振替納付済通知書」は送付していません

１　国民年金は国が責任をもって運営しています。
　　国民年金の２分の１が国庫負担です。経済情勢
に左右されず、その実質価値が保証されます。

２　生涯年金が受けられます。
　　国民年金には、老後の生活の基礎となり、生涯
年金が受け取れる「老齢基礎年金」があります。

３　老後の年金だけではありません。
　　国民年金加入中に事故や病気で障害が残った場
合は「障害基礎年金」が支給されます。死亡し
た場合には生計をともにした家族に「遺族基礎
年金」が支給されます。

４　税制上も有利です。
　　納めた年金保険料は、全額が社会保険料控除の
対象になります。
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●市役所の連絡先
（代表：0767-22-1111）

健康福祉課　　　　　　　　地域包括ケア推進室　　
・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

市民窓口課
・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）

　分列行進や一斉放水が行われます。
　団員たちの勇ましい姿をぜひご覧
ください。
※当日10時30分ごろ、会場周辺で
消防車両がサイレンを吹鳴する予定。
日時　１月６日㈯　9:00～
場所　羽咋すこやかセンター
問　市環境安全課（☎22-7176）
　　羽咋消防署（☎22-0089）

日時　１月７日㈰
　　　【交歓会】11:00～
　　　【式典開式】13:00～
場所　コスモアイル羽咋
問　市生涯学習課（☎22-9331）

　税務署では、正しい決算や申告を
していただくために事業所得のある
人を対象として、決算の仕方や決算
書の作成などに関する説明会を開催
します。
日時　１月16日㈫ 13:30～15:30
場所　羽咋すこやかセンター　
講師　税理士　松永有史　氏
　　　（北陸税理士会七尾支部）
問　七尾税務署(☎0767-52-9336)

　福祉のしごとについて詳しく知り
たい人、興味のある人の疑問・質問
に個別相談でお応えします。
日時　１月18日㈭ 10:00～11:30
場所　ハローワーク羽咋　
問　福サポいしかわ
　　(☎076-234-1151）

　118番は、海上保安庁の緊急通報
用電話番号です。海で事件・事故を
見かけた場合、見慣れない船を見か
けるなど不審に思うことがあった場
合は、すぐに通報してください。
　通報する際は、海上保安官の指示
に従い、いつ・どこで・何があった
などを落ち着いて伝えてください。

広　告　欄

日時　１月14日㈰　午後２時～
内容　「ドラゴンキングダム」
　　　（約86分）
場所　コスモアイル羽咋
入場料　無料　　申込み　不要
問　羽咋市立図書館（☎22-9777）

日時　１月11日、18日、25日
※全て木曜日、13:30～16:00の
間で30分以内・先着５人(組)まで。
場所　七尾駅前パトリア５階　
　　　「フォーラム七尾」　
相談料　5,400円
※クレサラ相談は初回無料　　
申込み　金沢弁護士会への電話予約
制（相談前日17:00までに以下の
申込先から予約してください。）
　・問　金沢弁護士会
　　　　（☎076-221-0242）

羽咋市消防出初式

申

羽咋市成人式

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

図書館の映画上映会

七尾法律相談センターの
法律相談

税務署による決算説明会

福祉・介護のしごとの
出張相談

みんなで覚えて｢118番｣
～１月18日は｢118番の日｣～
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税務課
・収納係　　22-1113
・課税係（資産税）　22-6901
　　　　（住民税）　22-7130

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

農林水産課　　22-1116
・農業委員会　22-1117

問・　　歴史民俗資料館
　　　　　　　（☎22-5998）
１　古文書講座を開催
①「はじめての古文書講座」
　初めて古文書に触れる方向けの講
座です。
日時　１月21日㈰、28日㈰、２月
４日㈰　いずれも10:00～11:30
講師　若狭康子氏

②「やさしい古文書講座」
　羽咋に伝わる古文書を読み解いて
いきます。
日時　２月11日㈰､18日㈰､25日㈰
　　　いずれも10:00～11:30
講師　中越幸子氏
※①、②ともに
定員20人、
資料代200円
会場　
歴史民俗資料館

２　資料館臨時休館のお知らせ
　企画展準備作業のため、臨時休館
いたします。
日時　１月22日㈪～２月２日㈮

日時　１月28日㈰ 13:00～16:00
場所　羽咋すこやかセンター
※当日は、電話による相談も受け付
けます。
【臨時・相談専用ダイヤル】
☎076-291-0099(10:00～16:00)
問　石川県司法書士会
　　（☎076-291-7070）

　石川県では平成18年にふぐ条例
が施行され免許制となりました。こ
れに伴い、受験者を対象とした事前
準備講習会を開催します。
日時　１月30日㈫
　　　・実技  9:00～12:00
　　　・学科13:00～17:00
場所　金沢勤労者プラザ（北安江）
受講料　29,500円(テキスト代含む)
定員　26人
※定員になり次第、締め切ります。
申込方法　申込書に受講料を添えて
（公社）石川県調理師会まで送付し
てください。
※申込書は（公社）石川県調理師会
または県薬事衛生課、最寄りの保健
福祉センターにあります。
　・問　（公社)石川県調理師会
　　　　（☎076-236-2012）

広　告　欄

～参加者募集～
　ボランティアに興味があるけれど、
きっかけがなかった人も気軽にご参
加いただけます。特別な経験や技術
は必要としません。
　ボランティア活動を通し交流を深
め、活動後は、羽咋市のおいしいスィ
ーツなどを囲んでの楽しいティータ
イムを予定しています。
日時　２月17日㈯ 13:00～16:00
場所　羽咋すこやかセンター
対象　ボランティア活動に興味のあ
る22～45歳の未婚の男女各12人
（男性は羽咋市在住の人に限ります）
参加費　男性1,500円　女性500円
　　　　（当日ご持参ください）
申込締切　２月２日㈮　
※申込多数の場合は、抽選により参
加者を決定します。
申込方法　下のＱＲコードを読み取
って、必要事項を入力のうえ、メー
ル送信してください。

問・　
市社会福祉協議会
（☎22-6231）

平成29年度 石川県ふぐ処理
資格者試験準備講習会

県内一斉　司法書士・税理士
による相続遺言無料相談会

歴史民俗資料館からのお知らせ
申

申

ボランティアしながらの
婚活してみませんか！

申
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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

広　告　欄

■人口　22,079人(－36人)
　□男性　10,470人( －24人)
　□女性　11,609人( －12人)
■世帯数　8,536世帯(+２世帯)
＊平成29年12月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【11月中の人口動態】
　□出生　　　    11人　
　□死亡　　　    34人
　□転入など　    27人
　□転出など　    40人

人口の動き

譲ってください
・除湿器
・英字新聞
問・　　市商工観光課（☎22-1118）

■市民リサイクル銀行１月分

申

インフルエンザが流行しています

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

　インフルエンザを予防するために大切なことは以下のとおりです。
１　流行前にワクチン接種を受ける
２　咳エチケット
　　①咳・くしゃみが出る時は、マスクを着用する。
　　②マスクがない場合は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、顔

を他の人に向けない。
　　③鼻水、痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手

のひらで咳やくしゃみを受けた時はすぐに手を洗う。
３　外出後は必ず手を洗う
４　室内の適度な湿度を保持する（50～60％）
５　十分な休養とバランスのとれた栄養をとる
６　流行時はできるだけ人ごみを避ける
　こどもインフルエンザワクチンの２回目接種の助成は１月31日
㈬までです（１回目を12月中に接種した人に限ります）。早めに接
種しましょう。

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）

　高校・大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対象とした公
的な融資制度です。
１　融 資 額　お子さま 1人あたり 350 万円以内
２　金　　利　年 1.76%　固定金利　　３　返済期間　15年以内
４　使 い 道　入学金､授業料､教科書代､アパート･マンションの家賃など
５　返済方法　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
６　保　　証　(公財)教育資金融資保証基金(連帯保証人による保証も可能)

助成は１月3

　詳しくは、ホームページ(｢国の教育ローン｣で検索)または教育
ローンコールセンター(0570-008656(ナビダイヤル)または(03)
5321-8656)までお問い合わせください。
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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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　　　 羽咋警察署、羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

 ～１月10日は１１０番の日～
　１月10日は１１０番の日です。
　事件や事故が発生したとき、頼りにな
るのは素早い通報や目撃情報です。も
し、事件や事故に遭ってしまった場合は、
落ち着いて１１０番しましょう。
　　
　１１０番は、緊急の事件・事故の電話です。
　急がない相談は警察安全相談♯9110または
羽咋警察署（☎22-0110）・最寄りの交番、駐
在所までお問い合わせください。

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

　110番通報した際には、以下のような質問をしま
すので、落ち着いて答えてください。

１ 何があったか？　事件・事故を見たなど
２ いつあったか？　何時ごろ
３ どこであったか？　住所・目印になる建物
４ 犯人は？　性別・年齢・服装・逃走方向・
　　　　　　 車のナンバーなど
５ 今､どうなっているか?　被害状況､事故の様子
６ あなた自身の状況は？　事件､ 事故との関係など

ハク太郎ハク太郎
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羽咋高２年生191人が模擬投票
　11月14日、羽咋高校で県と市の選挙管理委員会が主催
する模擬投票が行われました。同校２年生191人が選挙の
仕組みや投票の流れについて説明を受けた後、架空の候
補者2人のそれぞれの考えや主張を選挙公報から読み取っ
て一票を投じ、その重みを実感しました。
　模擬投票では、実物の投票箱や記載台が使われ、自分
たちで開票作業も体験。来年度、18歳を迎えることで選
挙権を得る生徒たち。選挙への意識を高め、投票方法を
学ぶ良い機会となったようです。

投票のための知識、しっかりと

模擬投票で一票を投じる生徒たち

安心・安全な環境を持続するため、自然栽培に意欲
　11月13日、羽咋市で初となる女性の地域おこし協力隊、
中山理紗さん（32歳、愛媛県今治市出身）に辞令が交付
されました。中山さんは、元々、高知県の農業生産法人で
慣行栽培により野菜の栽培・収穫作業を行ってきましたが、
“安全・安心な環境を次世代に引き継いでいきたい”との
思いから、無農薬・無肥料の自然栽培農法に関心を持ち、
羽咋市の地域おこし協力隊として自然栽培に取り組むこと
を決意しました。
　辞令交付式では、辻角邦昭副市長が「農業は大変な面も
あると思うが、市としてもしっかりと中山さんを迎え入れ、
フォローしていきたいと考えているので頑張っていただき
たい」と激励。中山さんは「一カ月の研修期間で、先輩方
から自然栽培農法は農業の楽しさを特に実感できると伺っ
ている。市が進めている６次産業化についても尽力してい
きたい」と決意を述べました。
　なお、中山さんが加わったことで、羽咋市では自然栽培
担当として４人、ジビエ担当として２人、道の駅に関わる
担当として２人の計８人が、地域おこし協力隊として市の
活性化につながる取り組みに力を注いでいます。

初の女性地域おこし協力隊に辞令

①辞令を受ける中山さん ②自然栽培のワサビ菜を収穫
③自然栽培に取り組む地域おこし協力隊の皆さん
　（左から古迫稔和さん、中山理紗さん、竹内賢さん、
　 遠藤勝敦さん）

① ②

③
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記念講演や感謝状贈呈式も開催
　12月２日、コスモアイル羽咋で、公民館関係者ら約
110人が参加し、市公民館研究集会が開催されました。
　研究集会では、羽咋公民館で開催している各種教室や
さまざまな教養講座が紹介されました。続いて、一ノ宮
地区の公民館活動の中で特に地域との縁が深い陶芸教室
の活動が発表されました。研究集会に先立ち、教育委員
会と公民館連絡協議会から長年にわたり公民館活動に尽
力されてきた方々に感謝状が贈呈されたほか、市民憲章
助成金の贈呈式も行われました。
※感謝状を贈呈された方々の氏名などは、市ホームページ参照。

公民館活動の成果を報告

羽咋幼稚園の園児ら「よいしょー、よいしょー！」
　12月９日、羽咋幼稚園で開かれた“おもちつき”。86
人の園児らがつきたての餅に舌鼓を打ちました。
　羽咋市の農業青年グループと保護者と一緒に、５歳児
のさくら組26人が順番に餅をつき、他の園児は「よい
しょー、よいしょー！」と掛け声で応援。子どもたちは
餅米、つきたての餅、きなこ餅の３種類を食べ比べ、杵

きね

でつくことで餅米が餅に変わる過程も学びました。食べ
終えると、全員で“おもちつき”の歌を合唱して一足早
いお正月の雰囲気を楽しみました。

自分たちでついたお餅の味はいかが？

羽咋公民館の事例発表

神子の里の収穫祭、にぎわう
　12月３日、神子の里(神子原町)で‶師走の収穫祭"が
開催され、農産物直売所では、神子原地区の名産である
クワイの入ったメッタ汁が無料で提供されました。約
100人分用意されたメッタ汁でしたが、30分程度で全て
ふるまわれ、来店客は、メッタ汁に入ったゴボウやニン
ジン、豚肉などの具材とともに大きくて甘いホクホクの
クワイの味を楽しんでいました。
　このほか、クワイ入りおこわが限定販売されたり、焼
き芋の試食会やみかんの詰め放題も催され、直売所はた
くさんの人でにぎわいました。

神子原名産のクワイに舌鼓

あったか～いクワイ入りメッタ汁のふるまい

全員で「よいしょー、よいしょー！」

伝統の“鵜祭”、来年の捕獲に期待
　毎年12月16日未明に開催され、神の使いとされる鵜
の動きで来年の吉凶を占う“鵜祭” （国重要無形民俗文化
財）。今年は、鵜が捕獲できなかったため、前日15日に
気多大社の拝殿で、その旨の報告会と鵜様不在の神事が
執り行われました。
　三井孝秀権宮司は「来年は鵜が捕れるように願ってい
ます」と話し、新年の吉凶については、「過去を振り返
ると、新年が良い年もしくは悪い年になる場合は、鵜を
捕獲でき、鵜祭で占っているので、来年は平穏な年にな
るのではないか」と申し添えました。

鵜
う

様不在の神事、「来年は平穏な年に」

鵜捕部３人が参列のもと、鵜様不在で執り行われ
た神事
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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29年９月生)
　１月30日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成28年６月生)
　１月11日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成26年８月生)
　１月17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

☆育児相談　１月10日㈬
　午前10時～12時 
　保健師、栄養士がお受けします。
 （受付は午前11時まで）

☆誕生会　１月17日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　１月24日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：ゆりかご保育園

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。
　羽咋幼稚園では､4月･5月･10月の月～金の10:30～11:15､園庭を開放しています。

と　き 内　　容 ところ
１月９日㈫ お正月遊びをたのしもう こすもす保育園

✿大きくなったね(身体測定)　 　
11日㈭ 新年お楽しみ会　 千里浜保育所
12日㈮ 手形で干支飾りを作ろう とき保育園
12日㈮ 新年おたのしみ会　 羽咋白百合幼稚園
15日㈪ いっしょにあそぼう！ 邑知保育園

　16日㈫ 雪だるまを作ろう こすもす保育園
17日㈬ 正月あそびをしよう 西北台保育所
18日㈭ 保育所のお友達と遊ぼう！ 千里浜保育所
19日㈮ 鬼のお面を作ろう とき保育園
19日㈮ 幼稚園のおともだちとあそぼっ！　 羽咋白百合幼稚園
22日㈪ 節分グッズを作っていっしょにあそぼう 邑知保育園

　23日㈫ ★人形劇　３びきのこぶた こすもす保育園
　26日㈮ 絵本をたのしもう 羽咋白百合幼稚園
30日㈫ 鬼のお面を作ろう こすもす保育園
31日㈬ 鬼をやっつけよう 西北台保育所

羽咋市立千里浜児童センター（☎22-6318) 
　多彩な遊びが楽しめ、どこの地区のお子さんでもご利用できます。
　乳幼児のお子さんは、必ず保護者と一緒にご利用ください。

利用料
無料

利  用  時  間　午後１時～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
毎 週 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
 １月  ★６日㈯　午後 ２ 時 新春おたのしみ会　　　　　　　　　無料

絵馬をかこう・夢ちゃんと初笑い
福引き・お茶会

　　 　13日㈯　午後 ２ 時 かるた大会
　　 　20日㈯　午後 １ 時 卓球大会（千里浜公民館共催）
　　 　27日㈯　午後 ２ 時 なわとび大会
★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
「人形劇　３びきのこぶた」

１月23日㈫　午前10時～11時
講師　羽咋おはなし会
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新着図書のご案内

宗麟の海(安部龍太郎)ホワイ
トラビット(伊坂幸太郎)花咲
舞が黙ってない(池井戸潤)翻
弄 盛親と秀忠(上田秀人)花に
なるらん(玉岡かおる)回遊人
(吉村萬壱)太陽ときみの声(川
端裕人)悪い夏(染井為人)教場
0(長岡弘樹)7人の名探偵(綾
辻行人)芸能人ショートショー
ト•コレクション(田丸雅智)
「マコトよりウソ」 の法則
(外山滋比古)そっと無理して、
生きてみる (高橋幸枝)オトナ
の一休さん(NHKオトナの一

休さん制作班)おい、 マジか。
池上彰の「ニュースを疑え!」
(池上彰)十二支読本(稲田義行)
たいへんな生きもの(マット•
サイモン)息切れで悩むCOPD
(木田厚瑞)中学生棋士(谷川浩
司)かんたんやさしい押し絵
(西本典子)笑顔のママと僕と
息子の973日間(清水健)

うっかりの玉(大久保雨咲)に
ちようびは名探偵(杉山亮)ま
ほうのゆうびんポスト(やま
だともこ)てんこうせいはワ
ニだった!(おのりえん)ヘッ
チャラくんがやってきた!(さ

えぐさひろこ)魔女バジルと
闇の魔女(茂市久美子)青空ト
ランペット(吉野万理子)昔話
法廷Season2(NHK Eテレ
「昔話法廷」制作班)ジャッ
ク•オー•ランド(山崎貴)メリ
ーメリーへんしんする(ジョ
ーン•G.ロビンソン)いただき
ますのおつきさま(鈴木真実)
スープになりました(彦坂有
紀)こどもってね…(ベアトリ
ーチェ•アレマーニャ)やすん
でいいよ(おくはらゆめ)いえ
ないいえない(くすはら順子)
トイレさん(竹与井かこ)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時
■１月の休館日
　12月30日㈯～１月４日㈭、
　９日㈫、16日㈫、23日㈫、
　30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 ・
本のある風景 おうちのお手伝い

『絵本屋の日曜日』
落合 恵子/著

『 おつかい しんかんせん 』
福田 岩緒/著

　「クレヨンハウス」を主宰する落合恵
子さんが、大人になったからこそ、読
んで欲しい絵本をエッセイ風に紹介し
ています。いろんな事に行き詰まり、
目づまりを起こしている気分の時こそ、
絵本を「こころの処方箋」にと。素敵
な絵本に出会えるでしょう。

　まさるは、４歳の誕生日に｢しんかん
せん｣を買ってもらいました。トイレ
やおふろも｢しんかんせん｣に乗ってい
きます。運転士のまさるは、お母さん
におつかいを頼まれ｢やおや駅｣を目指
します。しゅーごとん、しゅーごとん。
しんかんせん、しゅっぱーつ!!

『絵本屋の日曜日』 おつかい しんかんせん 』

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　１月13日㈯
　　　午前10時～11時
場所　図書館内
■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
日時　１月29日㈪
　　　 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

　　「本の福袋」 貸し出します！
　どんな３冊が入っているかはお楽しみ！
日時　１月５日㈮～【限定100袋】　
場所　図書館内
※子ども向け・大人向けがあります。（無くなり次第終了）

！
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　羽咋の皆さん、こんにちは！
　雪の日も、温かくして過ごせてい
ますか？私は、寒い日の夜はこたつ
布団にくるまって映画を見ながらリ
ラックスするのが好きです。
　テレビを見るのがお好きな人には、
私が今年の「HABふるさとCM大
賞」に取り上げられていたのを見て
いただけたかもしれませんね。アメ
リカにいた時は何度か演技の経験が
ありましたが、日本ではこれが初め
てでした！「金の斧」の寓話（ぐう
わ）のような演出で「道の駅のと千
里浜」を広告するCMです。私は‶足
湯の神"として登場し、羽咋のおい
しいものを紹介しています。楽しく、
新しい経験になりました！
　11月25日、石川県内の全市町の
CMが１時間の特別番組で放映され、
グランプリが発表されました。羽
咋市のCMは今回第３位でした。一
生懸命取り組んだ結果なので、誇ら
しく思いますが、来年はグランプリ
をとりたいです！もし、今回のCM
を見たい場合は、YouTube（ユー
チューブ）に公開されていますので、
‶羽咋市　ふるさとCM大賞　2017"
で検索してみてくださいね。

ふるさと回顧記
　羽咋の高校を最後に、名古屋市の
大学、横浜市の大学院、農水省、東
京都の民間会社(環境計量)と人生を
歩んで来たため、ふるさと羽咋を離
れてもう50年近くになります。半
世紀も前ですので、大きくふるさと
は変わっています。邑知潟があった
ころは、潟のタンガイ(カラス貝)
をえさとし、眉丈山をねぐらとし
て、なんとあの天然記念物であった
トキ(Nipponia nippon)が棲息し
ていました。邑知潟で泳いだり，ヒ
シの実を採ったりした記憶がありま
す。帰省の度、近くの山 （々碁石ヶ峰、
宝達山、立山、白山など)を登らせ
て頂いた記憶が蘇ります。干拓事業
のため、昔の邑知潟は埋められてな

くなりましたが、代わりに太目の川
だけ残っており、今はシベリアから
冬に白鳥が飛来しているのを目撃す
ることができます。
　65歳を過ぎてからは週３日働き、
４日は休みです。時間、お金、健康
のバランスがとれていて65～70歳
が人生の中で一番充実していると
よく言われますが、それを実感して
います(毎日のジム通い、毎週土曜
日の最寄駅周辺の清掃ボランティア、
毎月１回の定例山行、１～２カ月に
１回の地球温暖化対策ボランティア、
2～3カ月に１回のカラオケ）。
　2015年３月に北陸新幹線が開通
してからはふるさとは近くになりま
した。ちょっと前までは２～３年に

1度の帰省でしたが、最近では毎年
１回は帰省しようと思っています。
生き方の基礎を育んでくれたふる
さとへの恩返しとしては、環境専門
家(分析化学の応用として、社会に
出て検査技術、分析技術を習得した
結果、地球全体を正しく評価できる
までに至った先に地球規模の問題と
して温暖化の問題にたどり着きまし
た)として環境汚染の実態(ダイオキ
シン類､PCB､アスベスト､放射能な
ど)､地球温暖化防止などのテーマで
講演などをできれば幸いと思ってい
ます(神奈川県地球温暖化防止活動
推進員として講師登録済み)。依頼
があれば､調整の上､馳せ参じたいと
存じますのでよろしくお願いします。

If you like watching TV, maybe 
you saw that I was featured in this 
year's HAB Furusato Commercial 
Contest! 
I have done some acting before in 
America, but never in Japanese! 
We advertised the new Chirihama 
Roadside Station with a play 
on “The Golden Axe” fable. I 
dressed up as a “god of the foot 
bath” and talked about Hakui’s 
delicious foods. It was a fun and 
new experience for me!
On November 25th, all of the 
Ishikawa commercials were aired 
on TV during an hour-long special 
and the winners were chosen. 
Hakui won 3rd place this time. I'm
 proud of our hard work, but I 
hope we can get 1st place next 
year!
I f  you want  to  watch my 
commercial, you can find it on 
YouTube. Just search for“羽咋市 
ふるさとCM大賞 2017”and you 
should fi nd it. Please watch it if 
you can!

羽咋市の“HABふるさとCM”に
出演しましたよ。すごく楽しく、
貴重な経験ができました！

Hey-o Hakui!
Have you been keeping warm 
during the snowy weather? On 
cold winter nights, I like to bundle 
up under my kotatsu and relax by 
watching some movies at home.

嶌
しま

田
だ

　秀
ひでかず

一さん(67歳）
（堀替新町出身、
　神奈川県相模原市南区在住）

（☎042-712-8957）
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　設立当初から音訳に携わっている
嶋田三穂さんは「初めて、視覚障が
いのある方に広報はくいを音訳した
テープ（当時はCDが普及していな
かった）を手渡した時、『これでよう
やく市民としての情報を受け取るこ
とができる』と喜んでもらえたこと
が忘れられない」と話します。
　現在、そよかぜには16人が所属し、
羽咋市だけでなく、志賀町、宝達志
水町に住む19人の目の不自由な人に
音声情報を届けています。
　提供している情報は、広報はくい、
新聞の地方情報紙面、市議会だより、
社会福祉協議会だよりなどを主とし、
個別にお願いされた書籍や資料など
になります。これらの文字情報をメ
ンバーが自宅で音訳、編集してCD
化し、毎週金曜日にダビング（吹き

　この‶広報はくい"を目が不自由な
人たちに向けて、音声に変え、伝え
ている市民団体‶声のボランティア　
そよかぜ"（以下、そよかぜ）をご存
知でしょうか。
　一般的に、地元の出来事やイベン
トなどの情報は、新聞のローカル紙
面や広報紙が主な情報源になると考
えられます。そよかぜのメンバーは、
視覚障がいのある方々にとって重要
なこれらの文字情報を音訳してCDと
して提供しています。
　平成元年に設立し、来年30周年を
迎えるそよかぜ。‶自分たちの住むま
ちの情報を知りたい"との視覚障がい
者からの切実な声を受け、社会福祉
協議会が音訳に携わってもらえる有
志を募り、当初はメンバー４人で活
動をスタートしました。

　

新年のあいさつ
藤岡市長  新井利明

　羽咋市の皆さま、明けましてお
めでとうございます。平成30年
の幕開けを心からお慶び申し上げ
ます。
　昨年も市長さんをはじめ羽咋市
の皆さまには藤岡まつりなどにご
参加いただき、花を添えていただ
きました。改めて感謝申し上げま
す。またのお越しを心よりお待ち
しています。
　また藤岡市からは市議会議員一
行が「唐戸山神事相撲」に参加さ

に発信し、産業や観光がますます
発展されることを願っております。
　結びに、これからも両市の友好
関係が末永く続き、互いの市が活
気あふれるまちとしてより一層発
展していきますようご祈念いたし
まして、新年のあいさつとさせて
いただきます。

せていただき、伝統と格
式のある神事相撲を堪能
させていただきました。

　昨年７月に行われた道の駅「の
と千里浜」グランドオープン記念
イベントでは、藤岡市産の野菜や
ジュースなどを携え、訪れた多く
の人たちと交流させていただいた
と聞いております。９月にはオー
プンから２カ月という早さで買い
物客が10万人を突破され、大盛
況のことと伺い、大変嬉しく思っ
ております。羽咋市の魅力を集結
させた道の駅「のと千里浜」を一
つの拠点にその魅力をさらに全国

込んだCDを複製する）作業を行って、
視覚障がいのある方々に郵送してい
ます。
　このほか、視覚障がいのある方々
とのバス旅行やカラオケ大会なども
行っているそうです。
　「音訳した情報を欲しい視覚障がい
のある方がいれば、遠慮なく連絡し
てほしい」と話す代表の渡輝子さん。
「そよかぜのメンバーは各自無理をせ
ず、できる範囲内で楽しく協力して
作業をしています。活動に興味のあ
る人は気軽に作業を見にきてほしい」
と述べ、新たな会員も大歓迎とのこ
とです。
　そよかぜに音訳を依頼したい人や
音訳活動に興味がある人は、社会福
祉協議会（☎22-6231）までご連絡
ください。

羽咋の情報、声で届けます!
市民団体 “声のボランティア そよかぜ ”

“広報はくい”は、“そよかぜ”の
メンバーが音訳しています    

本
年
も
よ
ろ
し
く

　
　

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
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calender

月
市民カレンダー

　＝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

  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

  5 ㈮ 9:30～ ｢本の福袋【限定100袋】」開始！
※無くなり次第終了です 図書館内 図書館

  6 ㈯ 9:00～
10:30 平成30年羽咋市消防出初式 羽咋すこやか

センター 環境安全課

  7 ㈰ 11:00～ 市成人式　交歓会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

13:00～ 市成人式　式典 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 10 ㈬ 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

 11 ㈭ 12:45～
13:15 １歳６カ月児健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 13 ㈯ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館内 図書館

 14 ㈰ 14:00～
15:30

図書館の映画上映会
『ドラゴンキングダム』（約86分） コスモアイル羽咋 図書館

 17 ㈬ 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～
13:15 ３歳児健診 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 市民窓口課

13:30～
16:00 総合相談（行政相談） 　 市民相談室 市民窓口課

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

 18 ㈭ 10:00～
11:30 運動教室 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

10:00～
16:20 心のケアサポート 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 20 ㈯ 9:00～
9:30 重要文化財防火訓練 気多大社・正覚院 環境安全課

 10:00～
10:30 重要文化財防火訓練 妙成寺 環境安全課

 13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
科学実験「静電気と遊ぼう」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

15:30～ 羽咋市体育協会
平成29年最優秀選手賞等表彰式 コスモアイル羽咋 生涯学習課

１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(月･祝）
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　森田クリニック(形成科・皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

２日㈫
　ひよりクリニック(内科・外科)
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　いけの整形外科
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

３日㈬
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

７日㈰
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　【小児】志賀クリニック
　志賀町高浜町 ☎32-5307

１４日㈰
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪 ☎29-3188
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

２８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
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

８日(月･祝）
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２１日㈰
　加藤病院（外科･胃腸科･内科）
　志賀町高浜町 ☎32-1251
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町 ☎26-0210
　【小児】やまざきクリニック
　七尾市つつじが浜 ☎0767-53-4976

市

市

市
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 20 ㈯ 18:00～ 羽咋市体育協会新年互礼会 休暇村能登千里浜 生涯学習課

 21 ㈰ 9:00～
9:30 重要文化財防火訓練 豊財院 環境安全課

 10:00～
10:30 重要文化財防火訓練 永光寺 環境安全課

 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

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

 25 ㈭ 10:30～
12:00 まんまくらぶ 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 29 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 30 ㈫ 13:00～
13:30 ４カ月児健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 31 ㈬ 10:00～
10:15 すくすく相談 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

  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

観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

観光・イベント情報

近近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

羽咋市からの情報として、１市３町の広
報紙に「道の駅のと千里浜　のどぐろ祭
り」を紹介しました。

七尾市七尾市

志賀町志賀町

宝達志水町宝達志水町
婚活参加者募集

中能登町中能登町

日時　２月18日㈰　13:00～
場所　ラピア鹿島　アイリスホール
内容　①パネルディスカッション
　　　②講演｢出張！ゴルゴ塾 命の授業｣
　　　　ＴＩＭ　ゴルゴ松本 氏
　　　※入場無料
問　生涯学習課（☎0767‒76‒1900）

工事の発注状況
(予定価格：１千万円以上)11月分

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。

会期　２月12日(月･振休)まで
休館日　毎週月曜日（祝日除く）、年末年始、
　　　　１月９日㈫
開館時間　9:00～17:00(入館は16:30まで)
観覧料　一般350円､大高生280円､中学生以下無料
問　石川県七尾美術館(☎0767-53-1500)

日時　２月11日（日･祝）
　　　10:00～15:30
会場　石川県富来漁港（西海風戸）
内容　鮮魚販売･大漁鍋･炉端コーナー･地元
グルメ･島津悦子歌謡ショーなどのほか、甘
エビ･粕漬けセットが当たるガラポンも開催
問　商工観光課（☎0767-32-9341）

大漁起舟祭

問　健康福祉課（☎0767-28-5526）

「黒楽茶碗 銘福笑」
樂 惺入　当館蔵

（池田コレクション）

生涯学習のつどい

　お茶道具ならんだ
～池田コレクションより～
モノクローム～単色の宇宙～

運動教室(１月)を開催します
～有酸素運動で生活習慣病の予防と改善を～

　健診結果で、メタボリックシンドロームに該当したり、血糖値や
中性脂肪が高めだった人は有酸素運動が効果的です。
　新年から積極的に身体を動かしてみませんか！

１ 日　時　１月18日㈭　午前10時～11時30分
　　　　　（受付は午前９時30分～）
２ 会　場　羽咋すこやかセンター
３ 参加費　100円
４ 内　容　正しくしっかり行うラジオ体操、筋肉づくり運動、
　　　　　 運動効果のお話　
５ 講　師　健康運動指導士　元橋美津子氏
６ 持ち物　参加費、飲み物、タオル、マット
　　　　　 ※マットは、お持ちであればご持参ください。
７ 締　切　１月16日㈫

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

今月の納税
納期限 １月31日㈬
市県民税 ４期　
国民健康保険税 ７期　
※市税の納付は便利な口座振替で
問　市税務課・収納係
　　（☎22‒1113）　

おにぎらず作りを
通して婚活をしま
す。手作りを楽し
み、おいしさを味
わい、婚活で皆さ
まの花をさかせて
ほしいと願ってい
ます。

日時 ２月25日㈰
　　 10:30～12:30
場所 さくらドーム21
対象 未婚男性･女性
　　 （25～45歳）
持ち物 エプロン、
タオル、マスク
参加費 500円
締切 １月30日㈫
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当初は､もっと大きかった！
妙成寺の「旧

きゅう

客
きゃく

殿
で ん

」
　妙成寺の客

きゃく

殿
でん

は、本堂や五重塔などと同時期に建て
られた主要建造物の一つですが、明治時代の改築によ
り、建築当初の様子が失われ、一回り小さく建て直さ
れたようです。江戸時代の絵図面を見ると、当初の旧
客殿は、10間半×14間半の間取りだったことが確認で
き、当時の威

い

容
よう

を伝えています。
　内

ないじん

陣（中心部）に置かれている須
しゅ

弥
み

壇
だん

も大型で、か
つての旧客殿の大きさを物語っています。また、前面
に取り付けられている「八

はっ

双
そう

金
かな

具
ぐ

」という装飾品は、
江戸時代初期の国内最高レベルの工房で製作されたと
考えられる優品です。旧客殿は、寺院のさまざまな法
要を行う仏堂として、その規模とともに内装も充実し
たものであったことがわかります。

建造物編

客殿内部の須
しゅ

弥
み

壇
だん

№
7
8
7
　
平
成
30年
（
2
0
1
8
）

１
月
号
　
平
成
30年

１
月
１
日
発
行
／
月
刊

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
T
E
L 0767-22-0771  FAX 0767-22-8109

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
　
http://w

w
w
.city.hakui.ishikaw

a.jp
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
kouhou＠

city.hakui.lg.jp

広
報

広
報
 は

く
い

は
く
い

自治体広報紙配信アプリ
「マチイロ」インストール
はこちら

■明けましておめでとうございます。昨年、取材
する中で特に印象深かった市内の出来事を３つ
挙げてみたいと思います。まずは、第４回はく
い花火大会。ロマンチックな雰囲気の中、近距離
から打ち上げられる花火は、何度見てもいいと思
いました。次に、SSTR。今年は、2,400台も
のバイクが千里浜海岸に到着しました。その光景
はまさに圧巻。来年は、3,000台になるとの噂
も・・・。最後は、なんといっても、道の駅のと
千里浜がオープンしたことに尽きます！さて、今
年はどんな年になるでしょうか？（見附）
■HABふるさとCM大賞で、羽咋市の作品は今回
第３位でした。道の駅を題材にした明るく軽快な
CMに仕上がっています。タイトルは「足湯の神
　あらわる」、市ホームページにも公開されてい
ますので、ぜひご覧になってみてください。（井上）

道の駅のと千里浜道の駅のと千里浜道の駅のと千里浜道の駅のと千里浜道の駅のと千里浜

のどぐろ祭りのどぐろ祭りのどぐろ祭りのどぐろ祭りのどぐろ祭り
　月　月　　　日日11 2828月　　日 日
10：00～10：00～10：00～
1 28
　のどぐろを使ったちゃんこ鍋や姿
焼きの提供のほか、市内の飲食店が
多数出店し、羽咋の“うまいもん”
を堪能できます。

問い合わせ　道の駅のと千里浜（☎22-3891）

新規出品希望者　説明会を開催
日時  １月23日㈫ 17:30～　場所　道の駅のと千里浜
※今回は農産物のみの出品希望を受け付けます。
※軒下での出店者も募集しています。（使用料540円／㎡）


