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　１月７日、コスモアイル羽咋で平成30年羽咋市
成人式が開催され、会場には新成人174人が集まり
ました。
　式典では、山辺市長をはじめ多くの来賓からお祝
いと激励の言葉が贈られ、新成人は、その言葉を胸
に刻み、二十歳の決意を新たにしました。

新成人オリエンテーションでの成人式実行委員

市民憲章の全文朗読を行った
田上桃果さん(千里浜町）

後半の司会を務めた
長瀬夢

ゆ い

生さん㊧(千路町)と
品川裕

ひろ

毅
き

さん㊨(千里浜町)

前半の司会を務めた
疋島礼

あや

華
か

さん㊧(西釜屋町)と
池田昇さん㊨(上白瀬町)
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　式典に先立ち、小ホールロトンダで行われた交歓会
では、振り袖や袴、スーツ姿の新成人が再会を喜び合
い、フォトブースでの写真撮影や抽選会を楽しみまし
た。フォトブースとは、等身大のフォトフレームや写
真映えのするアイテムを持って写真を撮ることができ
る専用の撮影場所のことで、今年の成人式実行委員会
が発案し、作成したものです。
　また、実行委員会が撮影・編集した“思い出ビデオ
ショー”の上映時には、中学時代にお世話になった恩
師からのメッセージに歓声が上がり、懐かしさに笑顔
がこぼれました。
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「出世したい｡」
左から､原田文哉さん(本江町)､所司明大さん
(白瀬町)､石井馨さん(飯山町)､福井悠介さん
(飯山町)､芝田凌平さん(下曽祢町)

のののチチチタタタハハハ

バババ
トトト
コココ

　今年の成人式のテーマは“効率的な仕事ぶり　充実し
た私生活　どうも！新成人です！”。このテーマには、「仕
事や私生活を充実させるために、大人としての責任を持
つ第一歩としてふさわしい成人式となるように」という
思いが込められています。
　そこで、成人を迎えての抱負、好きな言葉、今後の目
標などをスケッチブックにしたためてもらいました。
　新成人の皆さん、これからも好きなことを大事に、そ
して夢に向かってファイトです！！

「お金をたくさん稼いで旅行計画」
嵐玲奈さん㊧(新保町)と佐藤未歌さん㊨
（鹿島路町）

「かわいいはつくれる♡」
左から、鎌倉紫穂さん（滝町）、
古屋沙織さん（千路町）、新屋
夏実さん（次場町）

「羽咋大好き♡」
千田凌大さん（大川町）

左から､「KAT-TUNに捧ぐ！」内藤裕佳さん
(釜屋町)､「一人前になる！」中村ひとみさん
(新保町)､「仕事と趣味の両立！」西川朝日さ
ん(本江町)

「駅前花屋」(花屋の息子
さんだそうです）
金井嵩幸さん（川原町）
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会員委行実
式
人
成

　今年の成人式実行委員会の愛称は“サン
シャイン羽咋”。「これからの羽咋を照らし、
輝かせるのは私たちだ」という希望が込めら
れています。
　昨年８月から成人式の企画・準備の活動を
してきた成人式実行委員のメンバーたちは、
「みんなで楽しんで、思い出に残るように」
と交歓会会場にフォトブースを作る新たな試
みにチャレンジしました。

写真（上・左）：成人式実行委員会の19人
左の写真は当日のリハーサル後、本番に向け
気合を入れるため、円陣を組むメンバーたち。

成人式実行委員長
 三浦萌子さん(島出町)

　実行委員長として活動してきた三浦萌子さんは
「今まで育ててくれた家族や周りの方々、成人式
のために関わってくれた皆さんのおかげで無事成
人式を終えることができました。これからは恩返
しが出来るよう、大人としての自覚と責任を持っ
て頑張りたい」と語ってくれました。

三浦さんの今後の
目標は
｢ステキな
 看護師になる｣

“今どき”成人式をリサーチ！
　振り袖や袴、スーツ、ワンピースなど
を素敵に着こなした新成人の皆さん。そ
の美しい出で立ちから、一生に一度の成
人式のため、細部までこだわり、準備し
てきた思いが伝わってきました。
　特に、女性陣のファッションは、上か
ら下までさまざまなアクセントが施され
ていました。新たな門出を華やかに迎え
た彼女たちの最新のトレンドを一部ご紹
介します。
（モデル：成人式実行委員会女性陣）

１．ヘアスタイル

～個性が光るスタイル～
２．ネイルアート

１．左右に異なる髪飾り
を付けるヘアスタイルの
女性が多く見られました。
２．着物のデザインや色
に合わせ、思い思いのデ
ザインのネイルアートを
楽しんでいました。
３．鼻緒や側面にも柄の
ある、個性的なぞうりも
見られました。

３．ぞうり
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山辺市長に寄付金を手渡す麻生会長（中央）と
平野会長（左）

　
邑知公民館を移転・新築へ
～複合施設として今年秋に完成予定～

　昨年12月26日、新たに建設される邑知公民館の地鎮
祭と起工式が、建設地である旧飯山小学校グラウンド
跡地で執り行われ、邑知地区の各町会、工事関係者ら
約90人が出席し、工事の安全を祈願しました。
　既存の公民館が築51年経過し、老朽化が進んだこと
から平成30年秋の完成に向けて移転・新築され、公民
館としての機能はもとより、放課後児童クラブや市消
防団第２分団の活動の場となるほか、災害時の避難所
としての役割も担う複合施設として整備されます。
　式では、山辺市長が「新たな邑知公民館は、誰もが
社会性豊かに成長できる場となるように地域に誇る社
会教育と交流の拠点としたい」とあいさつし、櫻井英
一市議会議長らが祝辞を述べました。

新たな邑知公民館の完成イメージ図

邑知公民館　工事概要
総 事 業 費　４億３千８百万円
延べ床面積　965㎡
　　　　　　（鉄骨造 平屋建て）

式辞を述べる山辺市長

千里浜海岸の再生に
つなげたい

　昨年10月28日にパセオ通りで開催された､北
陸最大級のフラメンコフェスティバル‶パセオ
でフラメンコ"のチャリティーフリーマーケッ
トにおける売上金全額が､12月19日､千里浜再
生プロジェクト実行委員会に寄付されました。
　パセオでフラメンコ実行委員会の麻生直樹会
長と平野美希子会長が市役所を訪れ、山辺市
長に寄付金を手渡しました。なお、この寄付は、
前年に引き続き２年連続で行われています。

パセオでフラメンコ実行委員会が
２年連続で寄付

　　

井上副社長（右）が
山辺市長に目録贈呈

ＮＴＮ㈱がハイブリッド
街路灯を寄贈

　ベアリングの製造大手であるＮＴＮ㈱（本
社：大阪市）が、創業100周年を記念して石川
県、羽咋市、志賀町のそれぞれにハイブリッド
街路灯１基ずつを寄贈しました。
　１月12日、石川県庁で寄贈式が開かれ、山
辺市長が出席し、同社の井上博徳副社長からそ
の目録が手渡されました。
　寄贈されたハイブリッド街路灯は風力と太陽
光で発電し、災害時には非常用電源としても活
用可能で、羽咋市では、道の駅のと千里浜に設
置されました。

道の駅に設置
非常用電源としても利用可能

道の駅のと千里浜に設置さ
れたハイブリッド街路灯
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羽咋駅東分譲地申込開始羽咋駅東分譲地申込開始羽咋駅東分譲地申込開始羽咋駅東分譲地申込開始羽咋駅東分譲地申込開始
予 約 受 付　１月29日～３月22日
分譲抽選日　３月23日

分譲地の概要
１ 所 在 地　羽咋市東川原町　
２ 交　　通　JR七尾線羽咋駅　徒歩１分
３ 建ぺい率　60％、容積率：200％　
４ 用途地域　第２種住居地域
５ 上下水道　羽咋市上下水道(引込・負担金支払済)
６ 周辺環境　保育所 約0.4km､羽咋病院 約1km､
　　　　　　 羽咋小学校･中学校 約1.5km

申込み・問い合わせ
市地域整備課（☎22-1119）

※申込用紙については、地域
　整備課窓口でお渡しします。
　または、市ホームページか
　らもダウンロードできます。
※申込みは、地域整備課窓口
　で受け付けます。

上水道・下水道も引込
済みだって！加入負担
金がないので、負担が
少なくて済むね。

１ 区 画 数　５区画
２ 区画面積　約１８６㎡（約５６坪）
３ 分譲価格　約４７４万円
４ 分譲単価　２５，５００円/㎡
　　　　　　　(約８４，２８０円/坪)
５ 申込資格
　（1）申請日において、20歳以上55歳以下の人

　（2）契約日から３年以内に住宅に居住できる人

　（3） 自らが居住する住宅を建築する人　など

６ 助成金制度
　（1）まちづくり協定奨励金　２５０万円

　（2）住まいづくり奨励金　　最大 ５０万円

羽咋駅の東口
なんだね！

分 譲 地分 譲 地

羽咋駅東駐車場羽咋駅東駐車場

羽咋駅東口羽咋駅東口

　羽咋市では、これまで「定住人口の確保」や「交
流人口の拡大」などにより「活力と魅力あるまちづ
くり」を目指し、さまざまな施策に取り組んできま
した。今回、施策の一つとして、東川原町地内にお
いて、若者の移住・定住に向けて、宅地の第２期分
譲を開始します。

駅の近くだ
から通勤・
通学に便利
だよ。

良好な住環境ね。
保育所や病院、
公園も近くて子育
て世帯にも最適ね。

土地代金は４７４万円だけど、まち
づくり奨励金があるから実質負担は
２２４万円になってお得ね。
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羽咋市臨時職員募集
1 募集職種と人員

職　　　　　種 人員 応募資格・職務内容 賃金（予定）

①介護認定調査員

若干人

介護支援専門員か看護師資格を有する人 日額　8,742円

介護福祉士資格を有する人 日額　8,432円

②介護支援専門員 介護支援専門員資格を有する人 日額　8,742円

③保健師､助産師､看護師 保健師、助産師または看護師の資格を有する人 日額　8,742円

④手話通訳士 手話通訳士､または手話通訳の資格を有する人 日額　8,432円

⑤一般事務補助 パソコン(表計算､ワープロなど)を利用した事
務ができる人 日額　6,510円

⑥一般事務補助
（障害者手帳保有者）

障害者手帳※をお持ちの人で､パソコン(表計
算、ワープロなど)を利用した事務ができる人 日額　6,510円

⑦保育士Ａ 保育士資格を有する人 日額　7,440円

⑧保育士Ｂ 保育士資格を有する人 時給　  960円

⑨学校用務員 学校内外の整備、給食準備の補助など 日額　6,510円

⑩栄養士 栄養士資格を有する人
（共同調理場における給食調理業務） 日額　8,432円

⑪学校支援員 小中学校で支援を必要とする児童生徒の学習活
動などにおける支援 時給　  976円

⑫学校図書館事務員 学校図書館図書の貸し出しおよび整備など 時給　  818円

⑬学芸員 博物館学芸員資格を有する人 日額　7,440円

※障害者手帳・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

2 勤務条件など 
　　勤務時間は週38時間45分の範囲内で勤務。
勤務時間、休日などについては各勤務場所にお
いて別に指定します。⑧⑪⑫の職種については
１日５時間程度の勤務（パート）になります。

　   交通費を支給するほか、有給休暇や社会保険
制度（一部の職種を除く）があります。　
3 選考方法
　　２月下旬に採用試験を実施予定
　　（書類選考のうえ、受験者には別途案内）
4 採用予定　　　　5 雇用期間
　平成30年４月　　　　１年(６カ月更新)
6 受付期間
　２月１日㈭～16日㈮（土日・祝日を除く、
　午前８時30分～午後５時15分）

7 申込用紙　
　　市総務課（市役所３階）、または市市民窓口
課（市役所１階）で、「平成30年度　臨時職員
申込書（登録書）」を交付します。市のホームペー
ジからも取得できます。
8 添付書類
　　資格が必要な職種に応募する場合は、資格証
明書の写しを添付してください。

申込み・問い合わせ 
　〒925-8501　石川県羽咋市旭町ア200番地
　羽咋市総務課・人事係（☎0767-22-7161）　
　郵送の場合、封筒の表に「臨時職員申込書」と
朱書きしてください。（平成30年２月16日付け
の消印のあるものは受理します。）
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羽咋郡市広域圏事務組合臨時職員 募集

母子保健推進員 公募

2 勤務条件など 
　（1）勤務場所　
　　　羽咋郡市広域圏事務組合事務局
　　　所在地：羽咋市中央町ア185番地
　　　　　　　（羽咋消防署２階）
　（2）勤務時間　
　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　（休憩時間：正午～午後１時)
　（3）休日　土日曜、祝日、年末年始
　（4）その他　交通費支給（距離制）、有給休暇、
　　　　　　　社会保険制度あり　　

3 選考方法　面接による選考(３月に実施予定)
4 採用予定　平成30年４月
5 雇用期間　１年(６カ月単位更新)

6 申込期間　２月５日㈪～２月23日㈮
7 申込書類　
　　履歴書(市販のもの)、写真(無帽・無背景で
３カ月以内に撮影したものを履歴書に貼付)

8 申込方法
　　申込書類を入れた封筒に「臨時職員受験申込
書」と朱書きして、事務局総務課まで郵送して
ください。（２月23日消印有効）

申込み・問い合わせ 
　羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課
　（〒925-8505　羽咋市中央町ア185番地、
　 ☎22-6610）

1 募集職種と人員
職種 人員 職務内容 応募資格 賃金日額

一般事務補助 １人 パソコンを利用した一般事務
ワード、エクセルなどのパソコン
操作が可能な人

6,510円

子どもたちのために活動してみませんか？

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)

　母子保健推進員は、地域の子育て応援団です。
　妊産婦をはじめ乳幼児とそのご家庭を身近なところ
で見守り、安心して子育てができるよう市と協力して
活動する母子保健推進員を募集します。
　子育て支援に関心のある人、自身の経験を生かして
羽咋市の子どもたちのために活動してみませんか。

１ 募集人数　10人程度
２ 応募要件　羽咋市民で、子育て支援に興

味のある人
３ 応募方法　応募用紙に住所、氏名、年齢、

職業、電話番号、応募の動機
を明記し「羽咋すこやかセン
ター内健康推進係」へ提出し
てください。（応募用紙は健
康推進係で配付、または市の
ホームページからダウンロー
ド可）

４ 応募期限　２月28日㈬
　　　　　　　 応募動機などを審査し決定します。

母子保健推進員の主な活動内容
✿地域における市の母子保健サービスの情報提供
✿妊婦さんやお子さんを持つご家族と市のつなぎ役
✿乳幼児健診、両親学級などの協力
✿子育てに関する勉強会への参加
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みんなの　意思を　一票に

石川県知事選挙石川県知事選挙
投 票 日

投票時間
３月11日 日

午前７時から午後８時まで

棄権しないで
投票してね！

期間：２月23日　 ～ ３月10日
時間：午前８時30分～午後８時
場所：羽咋市役所１階市民談話室

金 土

羽咋市で投票できる人
　平成12年３月12日までに生まれた満18歳以上で３カ月以上継続して羽咋市の住民基本台帳に記載され住
んでいる人（転出した場合は４カ月を経過せず、転入先の選挙人名簿に登録されていない人に限る）。
　最近住所を異動した人は、投票の場所が変わる場合や、投票できない場合がありますので、下記の表を参
考にしてください。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

区分 届出日 投票場所 投票できる日 要　　件

羽
咋
市
に
転
入
さ
れ
た
場
合

県内の市町から

平成29年11月21日以前 羽咋市 ２月23日から
平成29年11月22日から
12月１日まで 羽咋市 ３月１日から

平成29年12月２日以降 転入前の市町 ２月23日から

※「引き続き石川県内に住所を有
する旨の証明書」が必要。
ただし、転入前の市町の選挙人名
簿に登録されている人

県外の市町から

平成29年11月21日以前 羽咋市 ２月23日から
平成29年11月22日から
12月１日まで 羽咋市 ３月１日から

平成29年12月２日以降 石川県知事選挙は投票できません

羽
咋
市
か
ら
転
出
さ
れ
た
場
合

県内の市町へ
　金沢市
　七尾市
　能美市
　川北町以外

平成29年11月21日以前 転出先の市町 ２月23日から
平成29年11月22日から
12月１日まで 転出先の市町 ３月１日から

平成29年12月２日以降 羽咋市 ２月23日から

※「引き続き石川県内に住所を有
する旨の証明書」が必要。
ただし、羽咋市の選挙人名簿に登
録されている人

※石川県議会議員補欠選挙が行われる地域へ転出した人は上記と異なる扱いとなりますので、転出先の選挙管理委員会
へ直接問い合わせください。
県外の市町へ 石川県知事選挙は投票できません。

投票日に投票所へ行けない人 は 期日前投票 ができます。
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入場券はハガキで送付します
１　投票場所、投票時間などを記載した ｢投票所入場券」
を２月22日から順次発送します。

　お手元に届くまで2～3 日かかる場合があります｡
２　圧着はがきで世帯ごとに４人分までをまとめて送付
し、有権者が５人以上の世帯には２通以上に分かれて
届きます。投票の際は自分の入場券を確認し、投票所
に持参してください。

３　入場券を紛失したり忘れたりしても、選挙人名簿で
登録された本人であることが確認できた場合は、投票
できます。

４　入場券の裏面に「期日前投票宣誓書(請求書)」が印
刷されています。期日前投票に行く前にあらかじめ「期
日前投票宣誓書(請求書)」に必要事項を記入しておく
と、受付が早く済みます。

選挙公報は３月９日までに各家庭に配布予定です
　お手元に届かない場合は、選挙管理委員会までご連絡ください。市役所１階市民窓口課および各公民館に
も備えつけてありますのでご利用ください。

指定病院等や郵便による不在者投票ができます
　指定病院等　石川県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院･入所している人は、その施
設で不在者投票をすることができます。羽咋市内では「公立羽咋病院」、特別養護老人ホーム「眉丈園」「は
くいの郷」の３カ所です。

　郵便による不在者投票　体の不自由な人は、郵便制度を利用して自宅で投票することができます。
　　身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、一定の条件に該当する人が対象
となります。障害の程度についてはお問い合わせください。

　　また、上肢もしくは視覚に障害のある人は、代理で郵便投票をすることもできます。
　　郵便による不在者投票をするには、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要ですので、
事前に選挙管理委員会に申請をお願いします。投票用紙の請求期限は３月７日㈬です。

投票所一覧
投票区名 投票所の場所 投票区名 投票所の場所
第１投票区 羽咋市立羽咋小学校体育館 第９投票区 羽咋市尾長出会館研修室
第２投票区 羽咋市立羽咋公民館ホール 第10投票区 羽咋市本江町会館第二集会室
第３投票区 羽咋市立千里浜公民館大ホール 第11投票区 羽咋市立余喜公民館集会場
第４投票区 羽咋市立粟ノ保小学校会議室 第12投票区 羽咋市立鹿島路公民館多目的ホール
第５投票区 羽咋市立富永公民館ホール 第13投票区 羽咋市立越路野公民館集会室
第６投票区 羽咋市円井町会館和室 第14投票区 羽咋市立一ノ宮公民館集会室
第７投票区 旧羽咋市立邑知第一保育所遊戯室 第15投票区 羽咋市立上甘田公民館集会室
第８投票区 羽咋市立邑知公民館神子原分館大集会室

羽咋市選挙管理委員会（電話 22-7191　FAX22-9971）問い合わせ
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税の申告、お忘れなく
２月16日　 ～ ３月15日金 木
　平成30年度 市県民税の申告受け付けを行います。申告の必要な
人は忘れずに申告をしてください。
　申告は、市民税・県民税だけでなく、国民健康保険税、介護保険
料の算定資料となるほか、福祉、年金、児童手当などの受給手続き
に必要な各種証明書を発行する時の資料となる重要な手続きです。
　申告書の提出期限は、平成30年３月15日㈭です。期限間近にな
ると窓口が大変混雑しますので、必要な書類は事前に準備して早め
の申告をお願いします。

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

【市県民税申告相談の日程と会場】
＜常設会場＞（土日を除く）

月　　日 時　　間 対象地区 申告相談会場
２月16日㈮
　～３月15日㈭

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

＜巡回会場＞
月　　日 時　　間 対象地区 申告相談会場

２月20日㈫ 午後１時30分～４時 越路野地区 越路野公民館

２月21日㈬

午前９時～11時30分 千代町、垣内田町、四町、上江町、
千田町、円井町、本江町

邑知公民館
午後１時30分～４時

飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬
町、福水町、中川町、白石町、尾長
町、志々見町、菱分町、堀替新町

２月22日㈭ 午後１時30分～４時 神子原地区 神子原公民館
２月27日㈫ 午後１時30分～４時 富永地区 富永公民館
２月28日㈬ 午後１時30分～４時 鹿島路地区 鹿島路公民館
３月 １日㈭ 午後１時30分～４時 粟ノ保地区 粟ノ保公民館
３月 ６日㈫ 午後１時30分～４時 一ノ宮地区 一ノ宮公民館

３月 ７日㈬
午前９時～11時30分 酒井町、四柳町、大町

余喜公民館
午後１時30分～４時 金丸出町、下曽祢町

３月 ８日㈭ 午後１時30分～４時 上甘田地区 上甘田公民館
※邑知地区の申告相談会場は、邑知公民館１カ所に変更となりましたのでご注意ください。
※羽咋、千里浜地区の人は、常設会場（市役所203会議室）で申告相談を受け付けています。

＜夜間申告＞
月　　日 時　　間 対象地区 申告相談会場

２月23日㈮
３月 ２日㈮
３月 ９日㈮

午後５時30分～７時30分 市内全地区 市役所203会議室
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　■ 申告が必要な人

■ 申告に必要なもの

　平成30年１月１日現在、羽咋市に住んでいた
人 で、平成29年１月から12月までの間に、次の
ような状況にあった人です。
１　営業、農業、不動産、配当、雑所得、一時所

得、譲渡所得などの収入があった人
２　給与所得者で、勤務先から羽咋市役所へ給与

支払報告書を提出しない人（パート・アルバ
イトを含む）

３　給与所得者で、２カ所以上から給与の支払い
を受けた人

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

していない人
６　障害者、寡婦（夫）、未成年者の人で、前年

の所得が125万円以下の人
　　（申告していただくことで非課税となります）

（領収書・証明書は平成29年中のもの）
１　申告書（申告用紙と申告の手引きは、市役所

②番窓口と公民館にあります）
２　印鑑（認印）
３　「個人番号カード」または「個人番号通知カー
ドと身元確認書類（運転免許証など）」

４　収入金額や経費のわかるもの
　　⑴給与所得者や年金受給者…源泉徴収票、給

与支払明細書など 
　　⑵事業、不動産所得者…収入金額と必要経費

のわかる帳簿、領収書、収支内訳書 
　　⑶農業所得者…収入金額と必要経費のわかる

帳簿や出荷証明書、収支内訳書

７　羽咋市外の人の扶養親族になっている人
８　平成29年中に所得がなく、誰の扶養にもなっ

ていない人
９　障害年金・遺族年金、雇用保険法に基づく失

業給付などの非課税収入のみを有する人
10　収入が公的年金のみの人でも、社会保険料控

除、生命保険料控除、医療費控除、障害者、
寡婦（夫）などの所得控除を受ける人

５　各種所得控除を証明できるもの
　　⑴社会保険料(国民年金保険料控除証明書､国民

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

　　⑵生命保険料､ 地震保険料(平成18年末までに
契約した長期損害保険料を含む)の控除証明書

　　⑶医療費などの領収書と保険金などで補てんされ
る金額がわかるもの､ 雑損額を証明できる書類

　　⑷障害者控除対象者認定書､ 障害者手帳など証
明できる書類

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

※次の人は、所得税の確定申告をする必要はあ
りませんが、市県民税の申告をする必要があ
ります。
　●給与所得者で、給与所得以外の所得金額が
20万円以下の人 

　●公的年金などの収入金額が400万円以下
で、かつ、公的年金など以外の所得金額が
20万円以下の人

■ 所得税と復興特別所得税
１　確定申告が必要な人
　⑴事業をしている人、不動産収入のある人、土

地や建物などを売った人などで、平成29年
中の所得金額が基礎控除、扶養控除などの所
得控除の合計額を超える人

　⑵給与所得者で年収が2,000万円を超える人

　⑶給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額
が20万円を超える人

　⑷２カ所以上から給与を受けている人
　⑸還付を受けるために確定申告をする人
　例）給与所得者で雑損控除、医療費控除、住宅
取得控除などを受けることができる人

※七尾税務署の申告相談会場は、２月16日㈮に開設されます。(受付時間は午前９時～午後４時)
※還付申告などの簡易なものについては、市役所でも申告相談を受けることができます。また、確定申告
に必要な用紙は市税務課にも置いてあります。

【申告と納税の期限】　所得税と復興特別所得税：３月15日㈭、消費税と地方消費税：４月２日㈪

復興特別所得税の記載をお忘れなく
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平成29年度市民健診 受診状況をお知らせ

１ 生活習慣病予防の健診状況

※受診者数には、人間ドックなどの受診
者数も加わりますので、上記人数より
増加する見込みです。

２ 特定健診の受診率60％のために
　羽咋市では、特定健診の受診率向上に
取り組んでいます。受診率は年々向上し
ていますが、国から定められた達成目標
の60％には至っていません。
　特定健診を受診しない場合、職場など
の健診や人間ドック、通院先で行った血
液検査の結果を提供していただけると、
特定健診の受診率に反映することができ
ます。

　以下の項目に全て当てはまる人は、ぜひ結果をご提供いた
だき、受診率向上にご協力をお願いします。

□国民健康保険に加入している人
□40～74歳の人
□今年度の市の健診・人間ドックを受診していない人
□今年度、市以外での健診や人間ドックを受診した、
もしくは病院で血液検査・尿検査を実施した人

（　）内はＨ28年度受診者数
健診の種類 受診者数

特定健診
(40～74歳の
　国保加入者）

＊2,057人（　2,107人）

後期高齢者
健診 　1,079人（　1,068人）

＊印はH29年11月末時点の受診者数
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石川県
羽咋市

Ｈ28

45.1％
49.6％

Ｈ27Ｈ26Ｈ25Ｈ24Ｈ23Ｈ22Ｈ21Ｈ20

石川県
羽咋市

44.8％43.3％42.4％41.3％39.9％37.1％36.3％32.2％
49.3％46.5％44.4％44.7％41.8％33.2％33.9％37.9％

(年度）

特定健診（40～74歳国保加入者）受診率の推移

３　がん検診受診率
　平成28年度のがん検診受診者の中から、
大腸がん２人、前立腺がん１人、子宮がん
２人、乳がん２人の計７人のがんが発見さ
れました。
　羽咋市のがん検診の受診率は、年々上昇
してきています。しかし、肺がん、胃がん、
大腸がんの死亡率は県平均よりも高い状態
にあります。定期的にがん検診を受診して
いる人は、万が一がんになっても早期に発
見することができます。羽咋市の死亡統計
からがんで亡くなる人のほとんどは、がん
検診を受けていないことがわかっていま
す。年に１回、検診を受けて早期発見に努
めましょう。

肺がん 胃がん 乳がん子宮がん大腸がん

羽咋市がん検診受診率の年度別推移
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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）

「羽咋市の塩分濃度調査と健康に関するアンケート調査」「羽咋市の塩分濃度調査と健康に関するアンケート調査」
のお知らせ

　塩分の摂りすぎが原因となる疾患には、高血圧症、腎臓疾患、心疾
患などが挙げられ、重症化すると生命を脅かす危険があります。
　羽咋市ではこれまで、食生活改善推進員が家庭訪問による汁物の塩
分濃度測定や生活習慣病予防料理講習会などの減塩を推進する活動を
行ってきました。
　そこで、この取り組みをさらに推進し、市民の皆さまの健康づくり
に還元するため、金沢大学と共同研究し、全世帯を対象に「羽咋市の
塩分濃度調査と健康に関するアンケート調査」を行いますのでご協力
をお願いします。
　なお、調査や分析に係る業務は金沢大学が請負い、個人が特定され
るような形で公表することは一切ありません。
　調査の一式は、３月上旬に町会を通して配布されますので、多くの
皆さまにご協力願います。

調査の内容
　塩分濃度調査…ご家庭の汁物
　（みそ汁やスープなど)を容器
　に採る。
　健康に関するアンケート調査
　…アンケートに回答する。
対象　全世帯
時期　３月上旬～３月31日まで
提出方法
　　返信用封筒で投函または平日に市健康福祉課・健康推進係(羽
咋すこやかセンター内)へ直接お持ちください。

栄養＆運動教室を開催栄養＆運動教室を開催

～｢食事｣×｢運動｣の相乗効果で健
診結果を効率的に改善しよう～
　生活習慣病を予防し、上手に
健診結果を改善するため、管理
栄養士が食事療法についてお話
し、健康運動指導士が有酸素運
動の実技指導を行います。
※テキストも配布しますので、
事前申込(2/22まで)をお願
いします。
日時　２月25日㈰午前10時～12時
場所　羽咋すこやかセンター
参加費　100円
持ち物　筆記用具､飲み物､タオル
※運動しやすい服と靴でお越し
ください。
内容　⑴健診結果に基づいた食

事療法のお話
　　　⑵筋肉づくりやリズム運

動など有酸素運動の実
技体験

※心拍数が上がり、汗ばむ程度
の運動強度です。現在治療中
の人は主治医にご相談の上、
申込みください。

広告主を募集広告主を募集

　５月に全世帯に配布する健診案内冊子の広告主を募集します。皆さんの会社やお店を宣伝するよい機会
です。ぜひ、ご活用ください。

掲載場所 健診案内冊子の一部箇所（全世帯、健診協力医療機関へ配布）
規格・枠数 １枠　縦６㌢×横12㌢　　全２枠
掲載料 １枠　15,420円
募集期間 平成30年２月１日～平成30年２月28日まで
掲載開始 平成30年５月上旬に全戸配布（約8,500世帯）

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

※「有料広告掲載申し込み書」と広告案を添付し、羽咋すこやかセンター内健康推進係まで提出してください。

※写真は平成29年度版の
　健診案内冊子

塩分濃度調査の容器
（ビニール袋付き）

健康に関する
アンケート
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問い合わせ　羽咋消防署（☎22-0089）

羽咋消防署からのお知らせ

119番通報はあわてず・ゆっくり・はっきりと
救急車を呼ぶときは、
　　　　　通信指令員の案内にしたがってください。

　火事や救急など一刻を争う出来事が目の前で起こり、気が動転し、普段通りに話せなくなることがあ
ります。しかし、通報者が慌てて一方的に通報すると、かえって聴き取りに時間を要して、消防車や救
急車の到着が遅れてしまいます。通信指令員の問いかけに、あわてず、ゆっくり、はっきりと答えるよ
うにお願いします。

知って安心!救急通報の流れ（例）
消　防 あなた

119消防です。火事ですか救急ですか? 救急です。

救急車が向かう場所はどちらですか?
○○町○○番地です。
世帯主は○○○○です。

誰がどうされましたか? 父がトイレで急に倒れました。

呼びかけに反応、呼吸はありますか? はい。あります。

救急車を向かわせましたので、詳しいことを教えて下さい。 はい。昨日から体調が悪そうで…

今までにかかった病気とかかりつけの病院を教えて下さい。
高血圧で○○病院に
かかっています。

あなたのフルネームとご関係を教えて下さい。 息子の○○です。

既
に
救
急
車
は
出
動
中

　口頭指導とは、通信指令員が
通報者や周りにいる人に対し
て、救急隊が到着するまでの間
に応急手当の方法を指導するも
ので、口頭指導を実施すること
により救命率が大きく高まりま
す。口頭指導があった場合は、
落ち着いてその指導に
ご協力願います。

　119番回線は緊急用回線です。
「今の火事はどこですか？」
「○○病院の連絡先を教えてく
ださい。」
などのお問い合わせはしないで
ください。
１　火災などの問い合わせ
　　22-2999(音声自動案内)
２　病院などの問い合わせ
　　22-0089(消防本部代表)

※詳しくは　羽咋郡市広域圏事務組合消防本部ホームページを
　ご覧ください。

口頭指導にご協力を！ 119番回線の適切な利用を！

に

　市内の火災発生状況は平成
20年以降、減少傾向にあり、
平成29年中は１件で過去最
も少ない件数でした。
　平成20年はすべての住宅
に住宅用火災警報器が設置義
務化された年でもあり、市民
の皆さま一人一人の防火意識
が高まってきたものと確信し
ています。
今年は戌年！火の元点検

ケン

し、火
災０件

ケン

！安心安全のオンリー
「ワン」を目指しましょう！

　火災件数
　　　過去最少!!
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指導者指導者
津田　外志子津田　外志子
指導者
津田　外志子

　　　
水銀使用物の処分にご注意を！

問い合わせ　市環境安全課・環境資源係（☎22-7137）

　平成29年８月16日に水銀に関する
水俣条約が発効されたことに伴い、廃
棄物処理法や大気汚染防止法が一部改
正され、水銀に関する規制が強化され
ます。
　水銀使用物をごみステーションの回
収容器に出す際は、次の点に注意し、
他のごみと混入しないようにしてくだ
さい。また、持ち運ぶ際には破損しな
いように十分注意してください。
※水銀使用物とは、蛍光灯や電池、
　体温計、水銀式血圧計などの水銀
　を使用した製品のことです。

資源ごみの出し方についてのお願い

１ 蛍光灯
　⑴割れると大気中に水銀が飛散します。
　⑵割れてしまったものは燃えないごみに出してください。
　⑶白熱電球やLEDランプは燃えない
　　ごみに出してください。

２ 電池
　⑴おもちゃやプラスチック製品に電池が
　　入っていないか確認してください。

３ 水銀体温計、水銀血圧計
　⑴割れてしまい、水銀が入っていないものは
　　燃えないごみに出してください。
　⑵電子体温計は燃えないごみです。

　　　　

　　　 羽咋警察署、羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

コンビニ収納代行サービスを悪用した架空請求詐欺に注意！

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 ハク太郎ハク太郎

　コンビニ収納代行サービスを利用した特殊詐欺が
石川県内で発生しています。

　例えば「インターネット使用料の未納があります。
本日中に連絡無き場合、法的手続きに移行します」な
どといった内容のはがきやメールが届きます。はがき
などに記載された電話番号に電話をかけると「支払方
法はコンビニで店員に番号を言うだけ、あるいは、コ
ンビニに設置してある端末に番号を入力するだけ」な
どと言われ､ 十数桁の番号を伝えられます。この番号
によりコンビニで現金を払い込ませる手口です。

被害に遭わない対策ポイント
１ 有料動画の利用料で未払い分がある。
２ 利用料を払わないと法的手続きに移行する。
３ 支払方法はコンビニで店員に番号を言うだけ。
と、はがきやメールに書かれていたら、あるいは、
電話の相手に言われたら詐欺だと思ってください！

　身に覚えのない支払い請求には応じないでく
ださい！
　不安なときは必ず家族や友人、羽咋警察署（☎
22‒0110）に相談しましょう。
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広　告　欄

　　　

　　　

両親学級

スポーツ安全保険に入りませんか

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)

妊婦さん、産後ママへの育児相談

クラス名 プレママクラス フレッシュママクラス

対象 妊婦さん 産婦さんと乳児
（生後４カ月ごろまで）

日時
２月18日㈰【３日前までに要予約】

9：30～11：45（受付9：15～） 10：00～11：45（受付9：45～）

場所 羽咋すこやかセンター
２階　健診室

羽咋すこやかセンター
２階　和室

内容
　　
　　

助産師によるお話と相談
・妊娠中の身体のこと　
・分娩や母乳育児のこと

保健師・助産師への相談
・赤ちゃんの体重測定
・母乳育児について　

後半には両クラスを合わせて、妊婦・産婦・赤ちゃんとの交流予定
持ち物 母子健康手帳、飲み物、お子様のお世話グッズ

　スポーツ安全保険は、スポーツ・文
化・ボランティア活動などを行う４人
以上のグループを対象として、往復途
中も含めた活動中の傷害事故や賠償責
任を負う事故を補償する保険です。
受付期間　平成30年３月 １日～
　　　　　平成31年３月29日
保険期間　平成30年４月 １日～
　　　　　平成31年３月31日

問い合わせ　
市生涯学習課・スポーツ推進係

（☎22‒3312）

【加入区分・掛金】

1 子ども（中学生以下）
　 ⑴団体活動全般
　（団体活動のみ） 800円
　（個人練習含む） 1,450円

2 大人（高校生以上）
　 ⑴文化活動など  800円
　 ⑵スポーツ活動・指導
　　65歳未満 1,850円
　　65歳以上 1,200円

3 全年齢
　⑴危険度の高いスポーツ
　　活動 11,000円

※対象となる事故
　１ グループ活動中の事故
　２ 往復途中の事故
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農家民宿開業セミナー

「法定相続情報証明制度」をご存知ですか？

問い合わせ　金沢地方法務局七尾支局（☎0767-53-1720）

１ 日時　２月22日㈭　午後２時～
　　　　　（午後４時15分終了予定）　
２ 場所　中能登町生涯学習センター
　　　　　「ラピア鹿島」（井田）　
３ 主催　石川県（中能登町共催）
４ 対象者　農家民宿に関心のある方、農家民宿
　 　　　　の魅力をアップさせたい人 など　
５ 参加費　無料
６ 申込締切　 ２月15日㈭

　この制度は、相続手続の簡素化を目
的とした制度です。
　戸籍などの書類を添付した申出に対
して、法務局の登記官が、法定相続人
が誰であるかを確認し、証明書を無料
で交付するものです。
　相続登記のほか、金融機関の預貯金
の払い戻しなど、相続手続全般で利用
することができます。
　詳しい内容については、金沢地方法務
局七尾支局までお問い合わせください｡

７ 内容　⑴より良いおもてなしのための心得
　　　 　⑵農家民宿開業のためのポイント
８ 申込方法　参加希望の人は、メール･電話･FAX
　　　　　　 のいずれかで下記あてに氏名･連絡先･
　　　　　　 住所･性別･年齢をお知らせください。

～能登で農家民宿を始めてみませんか～

～この制度を利用すれば，各種相続手続で戸籍の束を何度も提出する必要が無くなります～

新制度
イメージ

法定相続情報一覧図の写し
（無料で必要な通数を交付）

　全国の農家民宿が実践しているお客さまに喜ばれるおもてなし術や、農家民宿開業のポイントなどを
学びます。どなたでもお気軽にご参加ください！

申込み・問い合わせ
県農林水産部・里山振興室（担当：中本）
（☎076-225-1629 、FAX 076-225-1618）
メール：t-nakamoto@pref.ishikawa.lg.jp
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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）

問・　　歴史民俗資料館
　　　　　　　（☎22-5998）
１　はくい獅子舞保存活性化実行委員会
　　企画展 ｢お宝ダヨ！全員集合!!」
期間　２月３日㈯～２月28日㈬
時間　９:00～17:00
　　　（入館は16:30まで）
観覧料　無料

２　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　２月４日㈰ 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

日時　３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　氏
申込期間　２月21日㈬～３月２日㈮
問・　　クリンクルはくい
　　　　(☎27-1153）

　太極拳を習って、“体に効く”を
体感してみませんか！
日時　３月６日から４月３日までの
　　　毎週火曜日　19:30～21:00
場所　千里浜公民館
受講料　無料
　（ただし、保険料・会場費として
　　500円を初日に集めます）
履き物　底の薄い上履き、お茶か水
問・　　千里浜公民館(☎22-0148)

広　告　欄

日時　２月11日㈰
　　　 開演13:30 （開場13:00）
場所　コスモアイル羽咋
問　羽咋ミュージックファクトリー
　　代表 坂室(☎090-3762-8942)

ふれあいコンサート“2018”
日時　２月12日(月･振）
　　　 開演13:30（開場12:30）
場所　本多の森ホール(金沢市石引)
曲目　行進曲「エル・キャピタン」、
組曲「スターウォーズ」より、前前
前世、崖の上のポニョ　ほかドリル
演奏、カラーガード演技　など
入場料　無料
問　石川県警察本部・広報室
　　（☎076-225-0110）

日時　２月12日(月･振)　14:00～
内容　『アングリーバード』（約97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）

申

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

羽咋ミュージックファクトリー
チャリティー音楽祭

エコクッキング教室(第10回)

歴史民俗資料館からのお知らせ
申

第27回石川県警察音楽隊
定期演奏会

図書館の映画上映会

0 0）

｢太極拳体験」５回講習会

申
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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

　放送大学はテレビ、ラジオ、イン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。
　心理・教育・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、幅広い
分野を学べます。
出願期間（第１学期：４月入学）
第１回：２月28日まで
第２回：３月20日まで
　資料を無料で送付しますので、お
気軽に放送大学石川学習センター
（☎076-246-4029）にご請求く
ださい。
※放送大学ホームページでも出願を
受け付けています。

　10月から１月分の児童手当が２
月９日㈮に指定された金融機関口座
に振り込まれますので、通帳の記帳
でご確認ください。児童一人当たり
の月額は以下のとおりです。

問　市市民窓口課・国保年金医療係
　　（☎22-7194）

広　告　欄

日時　２月18日㈰ 10:00～15:00
場所　羽咋公民館
内容　借地、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、調停中のものは回答できな
い場合があります。
主催　金沢大学法律相談所
　　　（法学部公認サークル）
問　市市民窓口課
　　（☎22-5940）

日時　２月18日㈰ 13:30～15:30
場所　コスモアイル羽咋　
講師　シャンソニエ　村梶映子 氏

演題　
「自分らしく生きる」
（シャンソンと出会って）
対象　どなたでも参加できます。
参加費　無料
主催　市教育委員会、
　　　市各種女性団体連絡協議会
問　市生涯学習課（☎22-9331）

放送大学が４月生を募集

児童手当  ２月９日が支給日

【所得制限未満の人】
・３歳未満(一律） ……15,000円
・３歳～小学生 ………10,000円
　（第３子以降は15,000円）
・中学生(一律）  ………10,000円
【所得制限超えの人】
年齢区分に関係なく ……5,000円

民事無料法律相談を開催

平成29年度羽咋市女性学習会

あの日、起こってから・・・今。

～離れている私たちにもできる事～
　原発事故の被災地になってし
まった福島県。さまざまな影響で
以前とは違った環境での暮らしを
余儀なくされています。この地域
でも起こりうる現実についてのお
話を聞いてみませんか？

日時　２月３日㈯ 14:00～15:30
講師　里見喜生 氏（福島県在住）
　　　（NPO法人ふよう土2100理事長）
場所　コスモアイル羽咋
※参加無料、申込不要
問　NPO法人わくわくネット・はくい
　　（☎22-0909）
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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　22,085人(+６人)
　□男性　10,461人( －９人)
　□女性　11,624人( +15人)
■世帯数　8,561世帯(+25世帯)
＊平成30年１月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【12月中の人口動態】
　□出生　　　      7人　
　□死亡　　　    23人
　□転入など　    58人
　□転出など　    36人

人口の動き

譲ります
・ホワイトボード（90×180）

譲ってください
・除湿器
問・　　市商工観光課（☎22-1118）

■市民リサイクル銀行２月分

申

対象　羽咋市民
日時　２月20日㈫
　　　３月13日㈫
　　　13:30～15:30
　　　（一人30分まで）
※前日までに予約をお願いします。
場所　羽咋すこやかセンター　
内容　弁護士による個別相談
相談料　無料　　　
　・問　市健康福祉課・健康推進係
　　　　（☎22-1115）

　うつ病（躁うつ病を含む）と診断
された人や、うつ病（躁うつ病を含
む）と思われる人のご家族が、より
良い対応ができるよう、うつ病につ
いての知識や理解を深めるための家
族教室を実施します。
日時　２月23日㈮ 14:00～16:00
場所　能登中部保健福祉センター
　　　（七尾市本府中町）
対象者　うつ病（躁うつ病を含む）
と診断された人の家族、うつ病（躁
うつ病を含む）と思われる人の家族
など
参加費　無料
　・問　能登中部保健福祉センター
健康推進課（☎0767‒53‒2482）

　仕事などで平日に来庁できない人
や納付できない人のため、日曜日に
納税についての相談や納付を受け付
けます。相談などを希望される人
は、市役所西側玄関(通用口)から入
り、日直者へ申し出てください。
日時　２月25日㈰ 8:30～12:00
場所　羽咋市役所税務課
問　市税務課・収納係(☎22－1113)

　精神対話士（専門的知識と暖かな
対話で人を癒す心のケアの専門職）
が無料で相談にのります（病気や生
活、人生や家族、人間関係、仕事や
進路に関する悩み、友達関係や学校
での心配事 など）。
　対象・年齢は問いません。予約は
不要です。ご相談された内容の秘密
は厳守しますので、お気軽にご相談
ください。
日時　３月３日㈯ 13:00～16:00
　　　３月４日㈰ 13:00～16:00
　　　３月５日㈪ 10:00～16:00
場所　コスモアイル羽咋
問　（一社）メンタルヘルス協会
　　石川事務所（担当：池上）
　　（☎080-6369-0633）

多重債務などに関する
無料法律相談を開催

「広報はくい｣をスマホでも
マチイロ(無料アプリ)

【主な機能】
　市ホームページに接続せず
に、アプリからいつでもどこで
も“広報はくい”が閲覧できま
す。
【導入方法】
①アプリ｢マチイロ｣をインストール。
②性別、生年月日
　を入力後、居住
　地に羽咋市を選
　べばＯＫ。

日曜納税相談・納付を受付

申

うつ病家族教室

申

精神対話士による
“対話カフェ”を開催
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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

心の通うまちづくり
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交通事故のない社会づくりを目指して
　警察庁の発表によると、全国
における昨年の交通事故死者数
が前年比210人減となる3,694
人で、統計に残る1948年以降、
最少となりました。
　過去最多であった1970年の
16,765人と比較すると、ほぼ
５分の１になり、石川県でも過
去最少の34人となりました。
　また、事故件数や負傷者数も
12年連続で減少しています。
　この背景には、道路交通法の
改正をはじめ、交通安全教育の
徹底や交通指導取締りの推進な
どの取組みがあるものと考えら

れます。
　一方で、日本全体が急速な少
子高齢時代を迎え、高齢者の
事故防止が大きな課題となって
います。自動車メーカーなどは、
自動ブレーキの装備、衝突防止
機能が付いた車種および遠隔操
作による自動運転車の研究に力
を注いでおり、高齢者の交通事
故防止に大きな期待が寄せられ
ています。
　新年も「交通事故のない安全・
安心なまちづくり」により一層
のご支援、ご協力をよろしくお
願いいたします。

　今年は戌年。『犬も歩けば棒
に当たる』ということわざがあ
ります。市民の皆さまも、自身
の運転技術を過信せず、交通事
故にはくれぐれもお気を付けく
ださい。

 （１月６日）
羽咋市長　山辺芳宣

平成29年度　ふるさと納税
前年度の寄付額　超える

※平成29年度の寄付額は12月31日時点になります。
　返礼品提供事業者は随時募集しています。登録や商
品の提案などについても気軽にご相談ください。

市がんばる羽咋創生推進室（☎22-7192）

0

100,000

200,000

300,000

(千円）

H29年度H28年度H27年度H26年度

6,806

70,427

224,792
247,988

寄付額

(年度）
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酒井町の町民40人、和気あいあい
　12月23日、酒井町会館で同町の老人クラブである“酒
井町げんき会”とこども会のメンバーら総勢40人が参加
してミニ門松作りが行われました。
　この取り組みは、町の高齢者と子どもたちの交流活動
の一環として毎年行われています。和気あいあいの雰囲
気の中にも、制作に取り組む表情は真剣そのもの。参加
者は、竹筒の中心に３本の竹をしっかりと据えてから、
松やナンテン、梅を飾り付けて、自分好みのミニ門松を
一人一つ完成させました。

ミニ門松作りで交流

熱心にミニ門松を作る子どもたち

羽咋工２年生118人が模擬投票
　12月12日、羽咋工業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118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ました。
　模擬投票では、実物の投票箱や記載台が使われ、投票
用紙の交付や開票作業などの選挙事務も体験。来年度、
18歳になれば選挙権を得る生徒たち。選挙への意識を高
める良い機会となったようです。

有権者としての心構え、万全に

模擬投票で一票を投じる生徒

羽咋市青年団協議会から“メリークリスマス”
　12月24日のクリスマス・イブに羽咋市青年団協議会
の団員９人が、市内で子どもたちのいる家庭に“サンタ
宅配便”と題したプレゼント配達を行いました。
　この取り組みは10年ほど前から行われており、サンタ
クロースやトナカイに扮した団員たちが希望した９世帯
へ、事前に保護者から預かったプレゼントを届けました。
川原町の番匠凛ちゃん（３歳）は、突然のサンタの訪問
に始めは驚いていましたが、プレゼントを受け取ると「サ
ンタさんが来てくれてうれしい」と笑顔を見せ、「また、
来てほしい」と話してくれました。

突然のサンタ訪問にびっくり！

「プレゼント、ありがとう！」
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正月三が日は、特別企画などでおもてなし
　昨年７月７日にオープンした道の駅のと千里浜は、年
末・年始も休まず営業しました。初の新年を迎え、正月
三が日は餅つきの振る舞いや福袋の販売など、特別企画
を催して帰省客や観光客をもてなしました。
　餅つきの振る舞いでは、来場者と道の駅スタッフが一
緒になって餅をつき、子どもたちも参加。一日２回開催
され、きなこと大根おろしで味付けした餅が一回あたり、
100食ほど用意されましたが、10分ほどで全て振る舞わ
れました。
　１月７日には、買い物客20万人を達成。記念すべき
20万人目となったのは、内灘町千鳥台在住の会社員、石
井義朗さん家族で、山辺市長から道の駅の特産品セット
が贈呈されました。
　石井さんは妻の洋子さん、長女の美

み く

薫さん、孫の希
のぞみ

ちゃ
んとともに気多大社の初詣の帰りに訪れ、「予想してい
なかったことで、うれしい」と笑顔を見せました。
　山辺市長は「来場者は予想を上回るペースとなってい
る。これからも皆さんに愛される道の駅となるように運
営していきたい」と述べ、さらなる集客を見据えました。

道の駅は初新年、買い物客20万人に！

富永地区で左義長
　１月15日、高齢者向け住宅“みずほ”前広場（深江町）
で、富永公民館と富永地区まちづくり推進協議会による
左義長が行われました。
　瑞穂小児童や富永地区住民ら240人が見守る中、児童
の代表者が組まれたやぐらに点火すると、書き初めやし
め飾りのほか、門松やお札などがあっという間に燃え、
竹のはじける「パーン」という甲高い音とともに空に舞
い上がりました。児童らは、燃え上がる炎に無病息災や
書の上達を祈願。立中詩乃さん（６年）が代表して「今
年一年を正しい心で過ごしましょう」と呼び掛けました。

瑞穂小児童らが燃え上がる炎に願う

分列行進や一斉放水で無火災願う
　１月６日、羽咋すこやかセンターで「平成30年羽咋
市消防出初式」が行われ、消防団員、羽咋消防署員ほか
関係者200人が参加しました。
　式では、松生喜代志団長が「団員一丸となって地域住
民の安心・安全のために努力していく」と決意を述べ、
山辺市長らが激励のあいさつを述べました。また、これ
まで功績のあった消防団員らに表彰状が手渡されました。
　閉式後、羽咋体育館前で消防団員が分列行進と一斉放
水を行い、今年の無火災を願いました。

消防団員らが防火の決意示す

一斉放水で今年の無火災を祈願

書き初めなどを灰にして、高く燃え上がる炎

正月三が日に開
催された餅つき
には、子どもた
ちも参加

１月７日、買い物客20万人達成！

ついた餅はすぐに
振る舞われ、長蛇
の列ができました
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4

　　　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10月生)
　２月27日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成28年７月生)
　２月８日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成26年９月生)
　２月７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　２月７日㈬
　午前10時30分～11時30分  
　「ママとベビーのリズムストレッチヨガ」
　※要予約、先着15組
　講師　杉浦　幸代さん 

☆育児相談　２月14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　２月21日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　２月28日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：こすもす保育園

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
２月１日㈭ 鬼は外！福は内！ 千里浜保育所

２日㈮ 豆まきを一緒に楽しもう　 とき保育園
２日㈮ ふくは～うち、オニも～うち 羽咋白百合幼稚園
５日㈪ いっしょにあそぼう！ 邑知保育園
６日㈫ ★似顔絵を描いてもらおう こすもす保育園

※要予約(有料)　定員：５人
✿大きくなったね(身体測定)　

　７日㈬ ひな飾りを作ろう 西北台保育所
８日㈭ バルーンで遊ぼう　 千里浜保育所
９日㈮ パネルシアターをみよう 羽咋白百合幼稚園
13日㈫ 雪遊びをしよう こすもす保育園
15日㈭ おひなさまを作ろう　 千里浜保育所

　16日㈮ ひな人形を作ろう とき保育園
　16日㈮ ダンスをたのしもう　 羽咋白百合幼稚園
20日㈫ 絵本の世界へようこそ こすもす保育園
21日㈬ 風船で遊ぼう　　 西北台保育所
26日㈪ おひな様を作りましょう！　 邑知保育園
27日㈫ 雛人形を作ろう こすもす保育園

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
 ２月  ★３日㈯　午後 ２ 時 おたのしみ会（豆まき）　　　　　　無料
　　 　10日㈯　午後 ２ 時 ひな飾り工作　　定員：10人　参加費：100円
　　 　17日㈯　午後 ３ 時 お茶クラブ　講師　辻森　正美さん
　　 　24日㈯　午後 ２ 時 児童センターへようこそ（要申込み）

（新1年生と保護者対象）　
　　　　　　　　定員：10組　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
「似顔絵を描いてもらおう」

 ※要予約（有料）、定員：５人
２月６日㈫　午前10時～11時
講師　西澤　小百合さん
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新着図書のご案内

踊る星座 (青山七恵)百貨の
魔法(村山早紀) 肉弾(河崎秋
子) 覆面作家(大沢在昌)ミス
テリークロック(貴志祐介) 花
歌は、うたう(小路幸也)オブ
リヴィオン(遠田潤子)僕はロ
ボットごしの君に恋をする(山
田悠介) ざわつく女心は上の
空(こかじさら) 屍人荘の殺人
(今村昌弘)画狂其一(梓澤要) 
西郷隆盛その生涯(不破俊輔) 
蘇える鬼平犯科帳(池波正太
郎) 100歳の生きじたく(吉沢

久子)13•67(陳浩基)戦国おも
てなし時代(金子拓) がまんを
やめる勇気(平木典子) コクヨ
のシンプル整理術(コクヨ株式
会社) 腱鞘炎は自分で治せる
(高林孝光) 届かなかった手紙
(大平一枝) 農業を繋ぐ人たち 
(湯川真理子)

レイナが島にやってきた!(長
崎夏海) 青がやってきた(まは
ら三桃)シランカッタの町で
(さえぐさひろこ)世界を救う
パンの缶詰(菅聖子)農学が世
界を救う!(生源寺眞一) みつ

けて!アートたんてい(ブルッ
ク•ディジョヴァンニ•エヴァ
ンス)きのうえのおうちへよう
こそ!(ドロシア•ウォーレン•
フォックス)おとえほん(エル
ヴェ•テュレ)めざめる(阿部海
太)おさるのジョージほんやさ
んへいく(M.レイ)おててかい
じゅうつみきのまちへ(真珠ま
りこ)みーんなはははっ(オー
ムラトモコ)にににんにんじん
(いわさゆうこ)貝の火(宮沢賢
治)こなものがっこう(塚本や
すし)はやくちことばでおでん
もおんせん(川北亮司)くるみ
のなかには(たかおゆうこ)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時
■２月の休館日
　 ６日㈫、13㈫、
　19日㈪～28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 ・
文字 からだの不思議

『あなたは大事な人』
廣江　まさみ/著

『くらやみでもへっちゃら』　
桃井　和馬/著

　笑い文字は満面の笑顔の筆文字のこ
とです。この本にあるように簡単に書
くことができるのです。「もうムリ！と
落ち込むことや大丈夫かな？と思って
も、笑い文字を見ると不思議と大丈夫
な気がしてきます。笑い文字は最強の
応援団！」作者の言葉です。

　人間が本来持っている五感。日が昇
り明るくなり、日が沈み暗くなる。昔
は暗闇があることで行動には制約があ
りました。しかし、現代では夜でも明
るく視覚だけに頼って五感を使わなく
なっています。暗闇体験で何かを感じ
てみましょう。

あなたは大事な人』 やみでもへ ちゃら

一般向け 子ども・ティーン向け

■特別休館のお知らせ
　　２月19日㈪から28日㈬まで、
蔵書点検と整理のためお休みし
ます。ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
　　今月はお休みさせていただき
ます。

工作教室＋おはなし会
「おひなさまタペストリーをつくろう！」
日時　２月10日㈯　午前10時～12時　
場所　コスモアイル羽咋・研修室
定員　15人(どなたでも)　申込み　図書館(☎22-9777）
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　石川県はすごく寒く、すっかり雪景
色ですね。私は、冬休みに少しの間で
すが、暖かいタイに滞在することがで
きて幸運でした。再び、夏の千里浜海
岸でリラックスできる日まで待ちきれ
ません！
　暖かな南国と言えば、私がバンドを
組んでハワイアンソングを歌っている
のを覚えていますか？実は、ハクイウ
クレレファニーオーケストラ（略して
UFO）でもウクレレを学んでいるんで
す！月２回、パセオ通りにある“オハ
ナ”で練習しています。有名な英語の
曲も演奏するので、メンバーが演奏し
ている中、私は歌詞を英語で歌うよう
に頼まれました。私たちが合唱する歌
には、羽咋に関わるものもあるんです
よ！ここで過ごした記念となる歌に出
会えてうれしく思っています。
　12月には、永光寺で大規模な演
奏会に参加しました。この演奏会で
は、ジャズアンサンブルや日本初の口
笛世界チャンピオンのような他の有能
なミュージシャンも演奏しました。ま
た、演奏を聴きに来てくれた人も自分
たちでウクレレを弾く機会がありした。
UFOの人たちと一緒に初めて演奏でき
ましたし、次の演奏会も楽しみです！
　では、また、次回！

～県外の人から見た千里浜の魅力～
　12月号で中村君からバトンを受
け取った中條です。
　中村君からこの記事を「リレー方
式で繋いでいきたい！」との思いを
聞かされたとき、きっと面白い企画
になると共感することができ、この
企画を通して一人でも多くの方と羽
咋市に対する思いを共有し、これか
らの羽咋市の発展に微力ながら役立
てればと思い執筆依頼を引き受けま
した。最後までお読み頂ければ幸い
です。
　私は愛知県の大学に進学するタイ
ミングで羽咋市を離れ、現在は静岡
県磐田市にある某自動車メーカーで
大好きなバイクのエンジンを設計し
ています。
　さかのぼれば中学時代。機械工学
の分野に興味を持ち、高専に進路を
決めてから早12年。趣味として乗っ
てきたバイクの心臓であるエンジン

の設計に携わることができうれしく
思っています。
　そんな中、今の職場や大学でもそ
うでしたが、さまざまな地方から人
が集まって来ているので、自己紹介
をする機会がとても増えました。出
身が石川県羽咋市だと言ってもほと
んどの人にわかってもらえず、毎回
悲しい気持ちになりました。
　しかし、ある場所の話をすると一
変して話が盛り上がります。その場
所とは、そう「千里浜なぎさドライ
ブウェイ」です。日本で唯一、車で
走ることができる砂浜であり、「すご
く綺麗で素敵な場所だ！また行きた
い！」「絶対に行ってみたい！」など
の声をたくさん耳にします。そんな
時は自慢気な顔になってしまいます。
　羽咋で暮らしているころは千里浜
の存在が当たり前すぎて気付きませ
んでしたが、周りからはすごく有名

な場所なんだと感じました。
　いろいろな声を聞く中で千里浜の
魅力を再認識させてもらい、長期休
暇などで帰省した時は必ず立ち寄り、
夕日が沈むのを眺めては心癒されて
います。
　最近だと「サンライズ・サンセッ
ト・ツーリング・ラリー」などのイ
ベントが多数開催されており、これ
からも千里浜のアピールをどんどん
おこなっていただきたいです。私自
身も周りに対して千里浜をもっとア
ピールしていきます。そして、いつ
か自分が設計したバイクに乗って
千里浜の風を感じたいと考えており、
羽咋市の代名詞とも言える、この千
里浜をしっかりと後世に残していく
必要があると強く感じています。
　まだまだ書き足りませんが、僕の
思いは､同級生の今村亮君(次号掲載
予定とのこと)に繋ぎたいと思います。

Speaking of warm and tropical 
places, do you remember that 
I sing Hawaiian　songs with my 
band? I'm also learning to play 
the ukulele in the Hakui　Ukule-
le Funny Orchestra ("UFO")! We 
rehearse twice a month at the 
Hawaiian café "Ohana" on Paseo 
Street. Some of the songs we 
play are famous English songs, 
so I was asked to sing the lyrics 
in English while the rest of the 
group plays along. One of our 
songs is even about Hakui! I'm 
happy to have that song as a me-
mento of my time spent here.
In December we had a big per-
formance at Yokoji Temple. Oth-
er talented musicians performed 
there as well, like a jazz ensem-
ble and Japan's fi rst whistling 
world champion. People who 
came to hear us got a chance to 
try playing ukulele themselves, 
too.  It was my fi rst time per-
forming with Hakui UFO, and I'm 
looking forward to the next per-
formance!
Until next time!

永光寺で開催されたウクレレ
の演奏会に参加しましたよ！

It's been quite cold and snowy 
in Ishikawa, hasn't it? I'm happy 
that over winter vacation I was 
able to make a brief escape to 
warm Thailand. I can't wait to 
relax at Chirihama Beach in the 
summer again!

中
ちゅうじょう

條　雄
たかと

さん(27歳）
（静岡県袋井市在住、
　一ノ宮町出身）
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とし、月３回以上、金沢市にあるレッ
スンスクールに通って歌声に磨きを
かけました。松山千春さんや中島み
ゆきさんの歌が得意で、“いしかわ歌
謡グランプリ”で優勝を決めた曲も、
松山千春さんの“恋”でした。
　“自分の歌を高齢者福祉のためにも
生かせないか？” 桝田さんは、歌が
上達するとともに勤務先や時には市
外の高齢者福祉施設にも出向き、ボ
ランティアでコンサートも開いてい
ます。美空ひばりさんの“川の流れ
のように”を歌った際には、涙を流
して聴き入る人の姿もあり、胸が熱
くなったとのこと。“もっと、自分の
歌で人に感動を与えることができた
ら・・・。”桝田さんの中で、プロ歌
手への思いが芽生えた瞬間でした。 
　“いしかわ歌謡グランプリ”の歴代
チャンピオンは、全員、プロ歌手と

　深江町にある高齢者向け住宅“み
ずほ”に勤務し、利用者へのサービ
ス補助などを担当している桝田健太
さん。平成28年12月、県内アマチュ
アカラオケ大会の最高峰に位置付け
られている県歌謡文化協会の“いし
かわ歌謡グランプリ”で優勝し、７
代目チャンピオンに輝きました。昨
年も県内外のカラオケ大会に出場し、
数々のタイトルを獲得。自宅に並ぶ
トロフィーの数は、実に20以上にな
ります。
　しかし、そんな桝田さんも挫折を
経験しています。学生時代から歌う
ことが好きで、友人に誘われ、初め
てアマチュアのカラオケ大会に出場
したのが２年ほど前。満を持して臨
みましたが、結果は散々で予選敗退
に。「自分の歌唱力にうぬぼれていた」
と振り返ります。その悔しさをバネ

　

群馬県は「つるの形」
郷土愛を育む「上毛かるた」

　群馬県には「上毛かるた」とい
う郷土かるたがあります。昭和
22（1947）年、子どもたちに郷
土の歴史や文化などを教えること
を目的に作られ、今も広く県民に
親しまれています。群馬県の地形
は「羽を広げたつる」と表現され
ることがありますが、それはこの
かるたに由来します。
　かるたで取り扱われている内容
は、郷土の偉人や名所、特産品
などさまざま。全国的に有名なも

大会前になると練習に励みます。
そのため、大人になっても読み札
を暗唱できる人も少なくありませ
ん。上毛かるたを通じて群馬県民
は郷土への関心と愛着を深めてい
ます。

のも登場しており、例え
ば富岡製糸場や草津温泉
などは皆さんも一度は耳

にしたことがあるかも知れません。
藤岡市についても、市出身の偉人
である和算家・関孝和や市を代表
する名勝である
三波石と冬桜が
読まれています。
　上毛かるたは、
毎年競技大会が
開催されるほど
県内では盛んで
す。
　子どもたちは

しての道を歩んでおり、現在、桝田
さんもその道を目指すべきか悩んで
いるそうです。
　極真空手師範として後進の育成に
も取り組み、仕事に空手、そして歌
にと大忙しの桝田さんへ羽咋市への
思いを聞いてみると「今、羽咋市は
“道の駅のと千里浜”がオープンし
て、すごく盛り上がっていると思い
ます。ぜひ、道の駅で、歌ってみた
いと思いますし、市内の福祉施設な
どで私の歌を聴いてみたい人がいれ
ば、調整して出向きますので、遠慮
なく、お声掛けください」と快く話
してくれました。
　桝田さんの美声を聴いてみたい人
は一度、本人までご連絡してみてく
ださい。
（連絡先：☎090-1390-3138）

歌でたくさんの人に感動を!
桝田　健太さん(鶴多町､29歳)
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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

  5 ㈪ 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

  6 ㈫
14:30～ あそびの教室

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

  7 ㈬ 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

  8 ㈭ 12:45～
13:15

１歳６か月児健診
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

 10 ㈯ 10:00～
12:00

工作教室
「おひなさまタペストリーをつくろう！」
（＋おはなし会）

コスモアイル羽咋 図書館

 12 ㈪
9:00～ 第45回羽咋市子ども会卓球大会 羽咋体育館 生涯学習課

 14:00～
15:30

図書館子ども映画上映会
『アングリーバード』（約97分）

コスモアイル羽咋 図書館

 14 ㈬ 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

 15 ㈭ 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

 17 ㈯ 13:00～
16:00

ボランティア♥婚活in羽咋
羽咋すこやか
センター

社会福祉協議会

13:30～
羽咋市少年少女発明クラブ
工作実習「お掃除ロボットに挑戦」

コスモアイル羽咋 生涯学習課

 18 ㈰ 9:30～
11:45

プレママクラス（助産師コース）
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

２月の休日当番医
(午前９時～正午：事前連絡必要)

※医療機関および診療時間が変更となる
場合もあります。当日の新聞などで
ご確認ください。

※休日に診療した場合は、休日料金が加
算されます。

４日㈰
　向クリニック（外科・内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1151
　いけの整形外科
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

１１日(日･祝）
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

１２日(月･振）
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町 ☎22-5652
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１８日㈰
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　森田クリニック(形成外科・皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

２５日㈰
　ひよりクリニック(内科・外科)
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜 ☎28-2033
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

今月の納税
納期限 ２月28日㈬
固定資産税 ４期　
国民健康保険税 ８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）　



No.788 2018年２月 広報はくい　31

日　時 行　事　名 場　所 担　当

 18 ㈰ 10:00～
11:45 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～
15:00 民事無料法律相談 羽咋公民館 市民窓口課

13:30～ 羽咋市女性学習会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 21 ㈬ 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 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） 　 401会議室 市民窓口課

 25 ㈰ 10:00～
12:00 栄養・運動教室 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 27 ㈫ 13:00～
13:30 ４か月児健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 28 ㈬ 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

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

市

市

市

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、はくい獅子舞保存活性化実行委員会 企画
展「お宝ダヨ！全員集合！！」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
のまりんの
紙芝居げきじょう

中能登町中能登町

中能登地域を中心とした中高校生吹奏楽部
や一般のアンサンブルグループによる演奏
をお届けします。
日時　２月25日㈰　13:00～
場所　ラピア鹿島　アイリスホール(井田)
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)12月分

◆邑知公民館等新築工事（建築工事）
　（26,946万円、小倉・大窪特定建設工事共同企業体）
◆邑知公民館等新築工事（電気設備工事）
　（4,266万円、藤井電気工事㈱）
◆邑知公民館等新築工事（機械設備工事）（4,124万円、羽咋設備㈱）
◆平成29年度　五穀橋添架管架替工事（3,240万円、小倉建設㈱）
◆勘助前橋架替工事（その１）（3,370万円、小倉建設㈱）
＊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。

炭火焼きコーナーで新鮮なカキが楽しめるほ
か、各種かき料理や特産品も購入できます。
日時　２月24日㈯　10:00～16:00
　　　２月25日㈰　9:00～15:00
場所　能登演劇堂前特別会場（中島町中島）
問　能登鹿北商工会（☎0767-66-0001）

野間成之先生の紙芝居ライブ、歌あり踊り
ありで親子で楽しめます！
日時　２月24日㈯　14:00～
場所　さくらドーム21（子浦）
※申込不要
問　町立図書館（☎0767-29-8350）

中能登ふれあい
コンサート2018

七尾湾能登かき祭
特別イベント

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
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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

PIN No.P13-0179

堂々たる祈りの殿堂
妙成寺本

ほん ど う

堂

　妙成寺の本堂は、禅宗様を基調に桃山様式を残す堂々
たる寺院建築として知られます。屋根の入母屋に下げ
られる懸

げ

魚
ぎょ

には「三
み

ツ
つ

花
ばな

懸魚」が使用されるなど装飾
性も高く、規模・内容ともに寺院の中枢施設としての
荘
そうごん

厳さを備えています。
　本堂は伽

が

藍
らん

の中でもいち早く整備され、寺伝書『伝
でん

燈
とう

余
よ

光
こう

』によれば中世末期の慶
けいちょう

長17年（1612）の建立
とされています。昭和6年（1931）の修理工事の際に
「大工 坂上又三郎」と墨書された部材が見つかってお
り、加賀藩の御用大工である建仁寺流坂上一門が建て
たことがわかるという意味でも重要な建築です。

建造物編

国指定重要文化財
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№
7
8
8
　
平
成
30年
（
2
0
1
8
）

２
月
号
　
平
成
30年

２
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

■昨年12月号に掲載した、学生科学賞で県知事賞
を受賞した深見こころさん（羽咋中3年）の研究作
品「液状化現象はどうして起きるのか」が、全国審
査で入選2等に選ばれました。全国での入選は、県
内全体を通してもなかなかないそうです。実は、深
見さんとは一昨年、市役所のわく・ワーク体験で出
会い、面識があります。天真爛漫な笑顔が印象的で、
元気いっぱいの女の子でした。もちろん、実験が大
好きだからこそできたことだと思いますが、影なが
らの努力の賜だと思います。改めて、本当におめで
とうございます！（見附）
■今回初めて、特集ページ（2～5㌻）を自分で考
えて構成しました。いつもと雰囲気が違うなと思わ
れた方もいらっしゃるかもしれません。新成人のフ
レッシュさと目標へ進む力強いエネルギーが伝わる
ような記事にしたいという思いを込めました。取材
にご協力くださった新成人の皆さん、ありがとうご
ざいました。そして、成人おめでとうございます！
（井上）

能登地域で唯一の合同企業説明会

「のと就職フェア」参加者募集！「のと就職フェア」参加者募集！
１ 日　時　３月９日
　　　　　 午後１時～４時
　　　　　 （受付は午後０時30分～）
２ 会　場　七尾サンライフプラザ
　　　　　　（七尾市本府中町）
３ 対　象
　能登地域で就職を考えている、平成31年３
月卒業予定の大学生・大学院生・短大生・高
専生・専門学校生および既卒者

※事前申込不要。
　ただし、３月４日までにジョブカフェ石川の
ホームページから登録した人には、参加企業
の紹介冊子などを事前に送付します。

金 ４ 参加企業
　能登地域（宝達志水町以北）に事業所
を有する企業　約40社
５ 主　　催
　能登地域活性化人材確保推進実行委員会
６ 共　　催　石川県､ジョブカフェ石川

<ジョブカフェ石川ホームページはこちらから>
https://jobnavi-i.jp/joint_co?id=89

能登地域活性化人材確保推進実行委員会
（石川県商工労働部産業立地課内）
☎：076-225-1517
Mail：e190100@pref.ishikawa.lg.jp

市商工観光課　　
☎：0767-22-1118
Mail：syoukan@city.hakui.lg.jp

ジョブNAVI石川
のと就職フェア

問い合わせ


