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節目を祝い、市政の新たなスタートへ
決意を述べる山辺市長

市制施行
60周年

60周年を万歳して喜ぶ出席者

節目を祝い、
新たなスタートへ

市民憲章の前文を朗読する
市ジュニアスポーツ団体の代表者
コスモアイルで60周年記念式典
７月１日、羽咋市は市制施行
60周年の記念日を迎えました。
同日は、コスモアイル羽咋で記

アトラクションで会場を盛り上げた
はくい吹奏楽団☆

が躍動し、生きがいを感じながら

式典出席者全員が続いて唱和し、

住み続けられるまちづくりを力強

節目の年を迎えた喜びを分かち合

く進めていく」と決意を示しまし

うとともに、新たな未来に向けて

た。また、中西吉明石川県副知事、 心を一つにしました。
コ ール

作野広昭県議会議長、西田昭二衆

人がこれまでの市のあゆみを振り

議院議員、宮本周司参議院議員、 フロイデ

返り、市勢のさらなる飛躍への決

稲村建男、本吉淨与両県議会議員、 加者全員とともに市歌を力強く歌

意を新たにしました。

羽咋市の姉妹都市である群馬県藤

い、会場に大きな一体感が生まれ

岡市の新井雅博市長がそれぞれ祝

ました。

山辺市長が新たなまちづくりへ決意
式典では、山辺市長が「羽咋市
の豊かな自然や歴史・伝統文化を

辞を述べました。
市民憲章を声高らかに、

守り、作り上げてきた先人たちの

市歌を力強く響かせる

功績に敬意と謝意を表し、その成

市民憲章の唱和も行われ、羽咋

果を将来へと継承していきたい」 市ジュニアスポーツ団体の代表
とあいさつ。「今後も市民と地域
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さ ら に、 混 声 合 唱 団

念式典が開催され、参加者約400
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者17人が声高らかに前文を朗読。

のメンバー 21人が参

アトラクションも
式典に先立ち、アトラクション
として

はくい吹奏楽団☆

のメ

ンバー 26人が大迫力の演奏を披
露し、会場を盛り上げました。

60 th

ANNIVERSARY

新しい未来に向けて

各分野で貢献のあった９氏を表彰
式典では、平成30年度の市表彰式
も開催され、山辺市長が自治、産業、
社会福祉、文化、消防、医療の６分野
で貢献のあった、次の９氏を表彰しま
した。
窪田

正雄 氏（自治・酒井町）

杉浦

謙治 氏（産業・円井町）

中村

重幸 氏（自治・立開町）

西田

美子 氏（社会福祉・大町）

北方

康晴 氏（社会福祉・深江町）

松永きみ代 氏（社会福祉・東川原町）
松本

昭二 氏（文化・寺家町）

村

俊雄 氏（消防・千路町）

吉田

修 氏（医療・松ケ下町）

前列左から窪田正雄氏､杉浦謙治氏､山辺市長､櫻井議長､中村重幸氏､西田美子氏
後列左から北方康晴氏、松永きみ代氏、松本昭二氏、村俊雄氏、吉田修氏

市勢伸展に尽力した60氏を表彰
（元選挙管理委員会委員・千里浜町） 町）疋島和子氏（同・島出町）松永
杉浦謙治氏（元農業委員会委員・円

きみ代氏（元民生委員・児童委員・

井町）原田敏雄氏（元千里浜財産区

東川原町）柳生正則氏（現スポーツ

管理委員・千里浜町）中村久昭氏（同・

推進委員・三ツ屋町）村俊雄（元消

千里浜町）土田敏勝氏（現人権擁護

防団副団長・千路町）清水哲氏（現

委員・柴垣町）釜谷千惠子氏（元人

街頭交通推進隊・柳橋町）上田清治

権擁護委員・大川町）萬元齊氏（元

氏（同・柴垣町）稲田隆司氏（同・

固定資産評価審査委員会委員・千里

島出町）屶網裕一氏（同・川原町）

山辺市長から代表して表彰を
受ける疋島和子さん

浜町）橋場浩和氏（現公民館長・新

白藤穣氏（同・大町）藤井実氏（同・

保町）細川聰氏（同・柳田町）塩谷

金丸出町）折戸利弘氏（同・滝町）

市表彰に続き、市制施行60周年

伸一氏（同・一ノ宮町）山森茂男氏（元

谷野春夫氏（同・柴垣町）北出靖子

を記念し、市勢伸展に功労のあった

公民館長・島出町）井村明孝氏（同・

氏（現食生活改善推進員・旭町）端

次の60氏に市功労者表彰が贈られ

若草町）政近顕英氏（同・神子原町） 益美氏（同・大川町）西屋康子氏（同・

ました。

吉野吉次氏（現町会長・一ノ宮町） 松ケ下町）菊川君代氏（同・酒井町）
柳澤豊志氏（同・柳田町）浜名等氏

中𠩤愛子氏（同・白石町）折本清子

橋中義憲氏（元市長・柳田町）本吉 （同・大川町）岡部伸一氏（同・宇

氏（同・大町）西田美子氏（同・大町）

一寛氏（元副市長・滝町）辻角邦昭

土野町）窪田正雄氏（元町会長・酒

加藤好子氏（元食生活改善推進員・

氏（元副市長・菱分町）塩谷久司氏

井町）松村克行氏（同・千里浜町） 東川原町）松島弥生氏（同・千里浜

（現市議会議員・滝町）中村重幸氏（元

菊田三雄氏（同・兵庫町）枡田奎吾

町）紙谷千代氏（同・千石町）渋谷

市議会議員・立開町）白田秋也氏（同・

氏（同・粟原町）保志場堯氏（同・

利雄氏（現文化財保護審議会委員・

四柳町）松生喜代志氏（同・鹿島路

粟生町）山田正志氏（同・福水町） 島出町）浅野敏夫氏（同・千代町）

町）藤井敬一氏（同・金丸出町）髙

小林俊昭氏（同・寺家町）上田裕美

板坂

田

子氏（現民生委員・児童委員・四柳

幸氏（同・旭町）

哉氏（同・的場町）越野兵司氏

氏（同・松ケ下町）松島昌
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60th Anniversary

Event ①

市制施行記念日になぎさをきれいに

総勢1,270人が
1.84㌧を回収

７月１日早朝、市民憲章実践活動として、千里浜海岸、
釜屋海岸、一ノ宮海岸、柴垣海岸で、今年２回目となる
なぎさクリーン運動

が実施されました。

地元住民や学生など総勢1,270人の方々が参加し、合
計1.84㌧のごみを回収しました。
昭和55年に始まったこの運動は、海岸保全を目的と
しており、「私たちはみんなで 恵まれた自然を守り育て
環境の美しい郷土を築きます（羽咋市市民憲章より一部
抜粋）」という市民憲章の実践活動として実施されてい
ます。

参加人数

合計1,270人

千里浜海岸1,000人、釜屋海岸120人、一ノ宮海岸80人、
柴垣海岸70人）

ごみ回収量

合計1.84㌧

可燃ごみ 1.51㌧、不燃ごみ 0.33㌧（カン、ビン類ほか）

早朝、大勢の市民の方々に参加いただきました

〜記念事業が60周
60th Anniversary

歴史民俗資料館
7/1〜9/30まで
☎22‑5998

Event ②

企画展

羽咋を知る−再発見− 開催中
能登立国から1300年、市制施行から60年を記念し、
現在、羽咋市歴史民俗資料館では、普段の常設展示では
見られない「これはぜひ見てほしい！」と思う逸品を展
示しています。羽咋の歴史を振り返る良い機会になるこ
と間違いなしですので、ぜひ、足を運んでみてください。

①

再発見
市内に現存する平安時代後期の貴重な仏像を紹介

羽咋で一番古い文化財
約7000年前に羽咋の縄文人が作り使用した縄文土器

②

再発見

羽咋の弥生人の祈り
吉崎・次場遺跡から出土した弥生時代の銅鏡

③

再発見

羽咋は仏像の宝庫
歴史的価値のある平安時代後期の仏像たち

④

弥生人の生活を知ることができる
史跡「吉崎・次場遺跡」の出土品
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再発見

市のマークのデザイン
市章デザイン案の応募資料

60th Anniversary

Event ③

爽やかな汗、地域に 健康 づくりの 輪

市民750人超が
ラジオ体操

年に花を添える〜
羽咋、千里浜地区の
両町会長会が主催

について理解を深めました。岡本
さんは「今日学んだ動作を意識し

広がれ、健康づくりの輪

ラジオ体操には山辺市長も参加
し、「健康寿命を延ばすためには
ンドで市制施行60周年を記念し バイス。また、「今日だけでなく、 ラジオ体操は栄養剤。体操を通し
た市民ラジオ体操会が開催されま ぜひ、継続して取り組んで、暑い て元気ですばらしい人生を送って
した。この体操会は、平成28年 夏を乗り切ってほしい」と述べ、 ほしい」と呼び掛けました。市町
に発足した 旭町ラジオ体操会"が 毎日ラジオ体操を行うことの大切 会長連合会の釜谷伸会長は「この
ラジオ体操会は、市民の健康に寄
主管となり、羽咋、千里浜地区の さを強調しました。
町会長会が主催し、行われました。 お馴染みのラジオ体操第一に引 与するために企画しました。羽咋
午前７時、青空の下、子どもか き続き、第二体操も行われ、参加 市全体に、皆さんと一緒にラジオ
ら大人まで市民750人以上が爽や 者は約40分間、リズムに合わせ 体操を広げていきたい」とあいさ
つ。旭町ラジオ体操会の福島儀一
かな汗を流しました。
て体を動かしました。
会長も「大勢の人に参加していた
だけて良かった。他地域にも広げ
正しい体操を意識して
て、地域を元気にしていきたい」
行うことが大切
と感想を述べ、ラジオ体操の普及
ＮＨＫテレビ・ラジオ体操指導
に手応えを感じていました。
者兼全国ラジオ体操連盟公認指導
子どもたちが夏休みに入り、ラ
士の岡本美佳さんと同連盟一級指
ジオ体操真っ盛りのシーズンに突
導士の伊徳栄子さんがワンポイン
入します。この体操会を皮切りに
ト レ ッス ン を 行 い、 参 加 者 は 体
ラジオ体操が各地域に普及・定着
の動かし方や呼吸方法などを学び ワンポイントレッスンを行う岡本
することが期待されます。
ながら、正しいラジオ体操の動作 美佳さん（左）と伊徳栄子さん（右）
７月15日、羽咋小学校グラウ

て体を動かしてください」とアド
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祝

道の駅１周年

あんがとまつり"で、にぎわいに感謝

おやつまき

〜歌にダンス、食のイベントでおもてなし〜
７月７日に開業１周年の記念日を迎えた道の駅のと千里
浜。７日と８日の両日で、１周年記念

あんがとまつり

を開催し、市内外から訪れた、大勢のお客さんを感謝のイ
ベントでもてなしました。
７日には、羽咋市の応援隊

チーム柴垣

のメンバーで

ある新屋敷彰さん（鹿児島県枕崎市在住）と宇宙人サンダー
くんも駆け付け、羽咋市の里海曲
ガキ

チーム柴垣"の歌とダンス

歌になった柴垣天然岩

などを熱唱。 羽咋Jr.リズムダンス教室

の子ども

たちがバックダンサーを務め、元気いっぱいのダンスで１
周年に花を添えました！メーンイベントとなったのは

お

やつまき 。山辺市長らが地元菓子店による1,000個を超
えるお菓子を一斉にまき、お客さんにプレゼント。大勢の
親子連れで大にぎわいとなりました。
８日に行われたマルガージェラートイリュージョンで
は、マルガージェラートの柴野幸介さんと道の駅の髙田順
治シェフがコラボレーションして、ジェラート作りをドラ
イアイスや液体窒素を使った圧巻のパフォーマンスとして
披露。オリジナルジェラートを完成させると、多くのお客
さんから拍手が贈られました。
このほか、さまざまな商品がもらえる大抽選会やテント

マルガージェラートイリュージョン

市も開催。また、純米酒

唐戸山

の新酒も発売するなど、

２年目のスタートを華やかに飾りました。
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関東在住の羽咋市出身者が団結

第４回ふるさと関東羽咋会

６月９日、東京都千代田区のホテルルポール麹

また、羽咋市職員による「羽咋創生」に関する

町で、羽咋市出身者77人が参加し、ふるさと関

移住・定住事業の説明や地域商社事業を推進する

東羽咋会の第４回総会が開催され、会則改定・役

ための地元産品の紹介のほか、道の駅のと千里浜

員改選や活動・決算報告、事業計画などが審議さ

の野間仁駅長から同駅の１周年記念イベント「あ

れました。役員改選では、河崎和幸氏（旭町出身）

んがとまつり」のＰＲなどが行われました。

が相談役に、岡部茂信氏（宇土野町出身）が副会
長に選任されました。
アトラクションとして石川県出身の演歌歌手・
三輪一雄氏が「のと千里浜なぎさドライブウェイ」
の曲目を熱唱し、総会に花を添えました。
総会後の交流会では、会員相互が親睦を深める
とともに、今後の羽咋市の取り組みに期待の声も
寄せられました。

ふるさと羽咋への思いを一つに会員全員で「万歳！」

問い合わせ

市がんばる羽咋創生推進室（☎22 7192）

障害児福祉向上に
つなげてほしい

市政のために
活用してほしい

〜 NTNグループが４年連続の寄付〜

〜北陸電気設備㈱が市制施行
60周年を記念して寄付〜

６月23日、ベアリング製造会社ＮＴＮ㈱の羽
咋郡市内のグループ企業４社が主催する
能登祭り

ＮＴＮ

７月６日、北陸電気設備㈱（兵庫町）の菊

がコスモアイル羽咋で開かれました。

田三雄代表取締役が市役所を訪れ、市制施行

ステージイベントの冒頭で、㈱ＮＴＮ羽咋製作

60周年を記念し、市に60万円を寄付しました。

所（三ツ屋町）の大石英樹社長が代表して４社か

菊田代表取締役は山辺市長に寄付金を手渡

らの寄付金総額５万円の目録を山辺市長に手渡

し、「市政運営全般に役立てていただきたい」

し、障害児福祉の向上につなげてほしい旨を伝え

と申し添え、山辺市長は「ご寄付ありがとう

ました。なお、同製作所からの寄付は、４年連続

ございます。市の発展のために有意義に使わ

となります。

せていただきます」と感謝の言葉を伝えまし
た。

山辺市長に寄付目録を手渡した大石社長（右）

山辺市長に寄付金を手渡した菊田代表取締役（左）
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平成30年度 羽咋郡市広域圏事務組合職員採用候補者試験
１ 職種、採用予定人数など
職

種

予定人数

一般事務職

１人

消防士

２人

受

験

資

格

平成元年４月２ ① 一般事務職は、高等学校卒業程度の学力を有する人
日以降に生まれ ② 消防士は、高等学校卒業程度の学力を有し、消防業
た人で性別不問
務に必要な体力および健康を有する人

２ 採用年月日 平成31年４月１日
３ 試験日、会場
１次試験
(1)期日 ９月16日㈰
(2)会場 羽咋市内
（募集締切後、受験者宛てに通知）

４ 受付期間 ８月６日㈪〜31日㈮

５ 1次試験の受験に必要な書類の交付場所
羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課、消防本部、
羽咋市市民窓口課、宝達志水町総務課、志賀町総
務課で交付
※詳しくは、羽咋郡市広域圏事務組合ホームペー
ジをご覧ください。(http://www.hakuikouiki.jp/)

６ 問い合わせ
羽咋郡市広域圏事務組合事務局・総務課（☎22‑6610）
〃
消防本部・警防課（☎22‑0089）

平成31年４月からの公共施設の指定管理者を募集します
１ ユーフォリア千里浜
⑴指定期間
平成31年４月１日〜
平成36年３月31日（５年間）
⑵募集期間
８月１日㈬〜 10月１日㈪
⑶提出期限
10月１日㈪

午後５時まで

⑷申込書の提出
提出部数

１部

⑸提出方法

２ 羽咋市立千里浜児童センター
⑴指定期間
平成31年４月１日〜平成36年３月31日（５年間）
⑵募集期間
８月１日㈬〜８月31日㈮
⑶選定方法
審査基準などの詳細は、募集要項などでご確認ください。
⑷募集要項
募集要項などの資料は、市健康福祉課で配付します。
（市公式ホームページからもダウンロードできます）
問い合わせ・申込み 市健康福祉課・子育て支援係（⑩番窓口）
（☎0767‑22‑1114）

市教育委員会・生涯学習課へ持参
または郵送(配達証明付き書留郵便)
⑹質問書の提出
９月14日㈮

午後５時まで

電子メールのみで受付。書式は所
定の様式を使用し、メールに添付
メール：gakusyu@city.hakui.lg.jp
問い合わせ・申込み
〒925‑8501

石川県羽咋市旭町ア

200番地 市教育委員会･生涯学習課
（☎0767‑22‑9331）
※募集要項は、市ホームページに掲載。
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３ 羽咋市ファミリーランド

など

⑴募集施設
ファミリーランド､ ちびっ子自然センター､ ふれあいキャンプ場
⑵指定期間
平成31年４月１日から平成34年３月31日までの３年間
⑶募集期間
８月１日㈬〜９月28日㈮
⑷選定方法
審査基準などの詳細は、募集要項などでご確認ください。
※募集要項などの資料は、市環境安全課で配付します。
（市公式ホームページからもダウンロードできます）
問い合わせ・申込み 市環境安全課（☎0767‑22‑7137）

海上保安大学校採用試験
海上保安庁では、平成31年４月入校の海上保安大学校（広島県呉市）
学生採用試験を以下のとおり実施します。

１ 採用予定数

３ 試験日程

海上保安大学校学生

約60人

⑴第１次試験（試験場所：金沢市など全国36カ所）
10月27日㈯〜 10月28日㈰

２ 受付期間
≪インターネット申込み≫
８月23日㈭

9：00 〜

①学科試験（多肢選択式および記述式）
②基礎能力試験（多肢選択式）・作文試験

９月３日㈪

⑵第２次試験（試験場所：新潟市ほか全国11カ所）

インターネット申込専用アドレス

12月14日㈮

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

①人物試験・身体検査・身体測定・体力検査

人事院ホームページ

※受験資格や試験場所などの詳細は、下記にお問い合

（国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ）

わせください。

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
≪郵送・持参申込み≫

問い合わせ 第九管区海上保安本部総務部・人事課

８月23日㈭〜８月27日㈪

（☎025 285 0118）

市民提案型まちづくり支援事業

新規申請５件全てを採択

市民団体などを対象として、「市民提案型」のまちづくり事業の新規募集を行ったところ、５件の応
募があり、事業内容を審査会に諮った結果、５件全てが採択されました.
また、昨年度採択された11件については、２年目の計画が審査会で認められ、引き続き、目標に向
けた活動を行っています。
【平成30年度 新規採択事業一覧】
№

団

体

名

事

業

名

事

業

概

要

1

羽咋ドローンズ

ドローン体験会を通じて交流人口の拡大を図
ドローンを通して羽咋をより
るとともに、ドローンパイロット人口を増や
活発にする事業
し、ドローンで有名な羽咋を目指す。

2

千路町会

町会と町内団体が連携し持続 若者の減少が著しい現状の中、獅子舞、太鼓、
可能なまちづくりを目指す準 巫女舞により、町内外の若者たちを取り込んで
社会貢献活動を行いながら、町の持続を図る。
備事業
市内高校生を対象に、自分らしい将来設計を
羽咋高校魅力化プロジェクト 学ぶ機会を提供し、地域の魅力に触れ、将来
「地域未来塾」
的なＵＩターンの気運醸成・チャレンジの双
発を目指す。

3

地域未来塾

4

ウクレレファニー 羽咋市を幸せの街に
オーケストラ
ウクレレを通じた交流事業

えにし

5 はくい縁の会

ウクレレ体験会による交流人口拡大、生きが
いづくりの促進を図り、社会から孤立しない
誰でも利用できる居場所づくりなどの社会貢
献活動を行う。

人と人との絆づくりを目指し、そば打ちを通
羽咋を元気に！そば打ち交流 じて独身男女の結婚支援と健康寿命延伸に向
けた高齢者の元気回復応援を行う。
問い合わせ

市企画財政課・企画統計係（☎22‑7162）
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無料

認知症 相談窓口をご利用ください！
以下の施設に｢まちの認知症相談員｣と称
して相談員を配置し、身近な相談窓口を設
けています。

まちの認知症相談員の役割
①認知症の人やその家族、地域の方の相談対応
②認知症サポーター養成講座などで認知症の理
解や接し方について普及・啓発
③介護サービス事業者、医療機関、地域などと
連携した支援ネットワークづくり

まちの認知症相談員
田

多

文

森

川

桝
平

相談員の所属施設

弥

施設の住所

問い合わせ先

唐戸山ホーム

南中央町キ154‑13

☎22‑2828

みなこ

たきのーほーむ福の神

四柳町つ17

☎26‑8022

田

一

ケアホームわたぼうし

福水町ろ33-1

☎26‑8201

澤

美津子

ケアほーむはくい楓の家

寺家町テ48-1

☎23‑4853

美

「本人が受診を嫌がっている」「認知症の症状が悪化し、
対応に困っている」など心配な事がありましたら、
私たちにお気軽にご相談ください。

まちの認知症相談員の皆さん
また、市内には７カ所の 認知症カフェ があります。認知症カフェは、無料で認知症の人やその家族、
地域住民が気軽に集まり、語らいながらひとときを過ごすことができる場所で、専門職の職員が相談にも応
じます。

名称

場所

問い合わせ先

大町寺子屋カフェ

長善寺
大町ソ93

毎月第３水曜日
10:00 〜 11:30

酒井町寺子屋カフェ

雙樹寺
酒井町申13

毎月第４土曜日
10:00 〜 11:30

下曽祢町カフェ

下曽祢町会館
下曽祢町イ126

毎月第３土曜日
10:00 〜 11:30

四柳町カフェ

四柳町会館
四柳町ハ39

毎月第２土曜日
10:00 〜 11:30

カフェからとやま

唐戸山ホーム
南中央町キ154‑13

毎月第４金曜日
13:30 〜 15:00

唐戸山ホーム
☎22‑2828

カフェ楓の家

一ノ宮公民館
一ノ宮町レ86‑1

毎月第３水曜日
13:30 〜 15:00

ケアほーむはくい楓の家
☎23‑4853

喫茶わたぼうし

毎月第３または第４月曜日 ケアホームわたぼうし
福水会館または
☎26‑8201
グループほーむわたぼうし 10:00 〜 11:30

問い合わせ
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ぐるーぷほーむ福の神
☎26‑8088

市地域包括ケア推進室、地域包括支援センター（☎22‑0202）

介護者交流サロンのご案内

こころも身体もリフレッシュ

介護者交流サロンは、介護から離れて気分転換をしたり、日頃の悩みを相談したりする中で、介護者の不
安を軽減し心身の健康を保つことを目的に開催しています。
介護者自身のこころと身体の健康のためには、ほっとできる時間を持つことが大切です。
自分と同じように介護をしている人と話をするきっかけにもなりますので、ぜひ参加してみてはいかがで
すか？

１ 対 象 者 介護をしているご家族・地域の支援者の人など
（被介護者または介護者が羽咋市在住の人）

２ 参加方法 事前に申し込みが必要です。参加日の５日前までに下記へご連絡ください。
日時
８月９日㈭
13:00 〜
16:30
９月12日㈬
13:30 〜
16:00

テーマ

集合場所

地域で暮らし続けるサービスに
巡り合う
〜自分らしく好きな羽咋と生きていく〜
身体測定と健康体操
〜知ろう自分の体。学ぼう健康寿命を延ばす体操〜

羽咋市役所
(旭町ア200番地)

参加費 担当事業所 連絡先
500円

機能訓練特化型
デイサービス未来・羽咋

500円

(大川町２丁目122)

オリジナル作品作り
はくいの郷
13:30 〜
（樹脂粘土でマグネットやブローチを作る）
(島出町上１番地３)
15:30
〜物づくりを通して気分転換を図りましょう〜

弘和会

デイサービス
未来・羽咋

26‑8011

23‑4337

９月27日㈭

10月６日㈯
10:00 〜
12:00
10月17日㈬
13:00 〜
15:30
11月６日㈫
13:30 〜
15:00
11月24日㈯
13:30 〜
15:30
３月４日㈪
13:30 〜
15:30
３月18日㈪
13:30 〜
15:30

500円

はくいの郷

22‑8811

看護小規模多機能型

食べとるけ？！
〜楽しく作って、食べて癒そう〜

居宅介護あわらんち
（Ｈ30. ９月開所予定）

300円

合同会社
愛笑

22‑0660

(粟原町イ110番地)

ショッピング＆学びカフェ
〜お出かけで心と身体を動かし、
リフレッシュしましょう！〜

羽咋市役所
(旭町ア200番地)

自分で出来るヒーリング
Café OHANA
〜ヘッド＆ハンド〜
(旭町14番地５)
カフェでお茶しながら癒されましょう

300円

500円

ＶＲ(バーチャルリアリティ)で
羽咋すこやかセンター
認知症疑似体験
(鶴多町亀田27番地)
〜認知症の世界を体験してみませんか〜

100円

バランスボール運動
羽咋すこやかセンター
バランスボール運動は健康増進やリラックス
(鶴多町亀田27番地)
効果があり、気持ちのいい体験ができます

100円

福祉用具を学ぼう
〜観て、触って体験しよう〜

※内容は多少変更する場合があります。
※参加費は、材料費・お茶代などです。

福水会館

（福水町に14番地）

眉丈会

ＳＯＭＰＯケア
羽咋

22‑2828

22‑7431

羽咋市
在宅総合

22‑9418

サービスステーション

100円

羽咋診療所

わたぼうし
倶楽部

22‑5652

26‑8200

申込み・問い合わせ
担当事業所または市地域包括ケア推進室（☎22‑0202）
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８月は
現況届
の
提出時
期です

児童扶養手当、特別児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費受給の現況届提出のお願い
１

ひとり親家庭等に支給されている「児童扶養手当」
、障がいのある子どもを養育している人などに
支給されている「特別児童扶養手当」と「ひとり親家庭等医療費助成制度」の受給資格のある人は、
年１回現況届の提出が必要です。

２

この届は、今年８月分からの手当を受けられるかどうかを調査する大切なものです。期間中に手続
きをしなかった場合は、支払期日に手当が受けられなくなります。また、２年間現況届を提出しな
かった場合は、受給資格がなくなりますので、期間内の届出をお願いします。

現況届の種類

届出期間

届出場所

児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費受給資格

８月１日㈬〜８月31日㈮

子育て支援係⑩番窓口

特別児童扶養手当

８月10日㈮〜９月11日㈫

援護係⑪番窓口

児童扶養手当額が平成30年４月から下表のとおり変更となっています。

支払日は、８月10日㈮です。
区

分

（平成30年４月から）

全部支給される人

児童１人のとき

月

額

42,500円

月

額

10,030円 〜 42,490円

児童２人のとき

加算額

10,040円

加算額

5,020円 〜 10,030円

児童３人以上のとき
（３人目から１人につき）

加算額

6,020円

加算額

3,010円 〜 6,010円

問い合わせ

市健康福祉課・子育て支援係（☎22‑1114)、援護係（☎22‑3939）

「避難行動要支援者名簿
(旧：要援護者台帳)｣の作成に
ご協力を
市では、地震などの災害に備えて、高齢や障が
い、病気などの理由により、自力で避難すること
が困難と思われる人（避難行動要支援者）の名簿
を作成し、各町会・消防・警察などに提供してい
ます。
本年、「避難行動要支援者名簿」を改訂するに
あたり、民生委員児童委員・主任児童委員の方々
に、８月から順次、新規および更新対象者のお宅
を訪問し、名簿登載の意思確認などの調査をして
いただくよう依頼しています。災害時、情報伝達
や避難誘導を円滑に行い、被害を最小限にとどめ
るためにも、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ 市地域包括ケア推進室・介護高齢者係
（☎22‑5314）
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石川海区漁業調整委員会委員
選挙人名簿を作成します
毎年９月１日現在で選挙人名簿の作成を行って
います。次の条件に該当する人は、９月５日㈬ま
での間に、市選挙管理委員会に申請してください。
１ 海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う
市町の区域内に住所または事業場を有する人
２ 年齢満18歳以上の人（平成12年12月６日ま
でに生まれた人）
３ １年に90日以上、漁船を使用する漁業を営
み、または漁業者のために漁船を使用して行
う水産動植物の採捕もしくは養殖に従事する
人
申請・問い合わせ

市選挙管理委員会
（☎22‑7191）

び支援イベントを開催し
結
縁
ていただける
・店舗、しあわせ結婚相
す！
体
団
談員を募集しま
♥市内団体・飲食店での婚活イベント開催を補助します
団
対

体

店

市内に活動の拠点があり、複数の人で構成

象

するもの（※ただし宗教法人は除く）

舗

市内で飲食店を経営する事業者

募 集 数 ３団体

１店舗

対象経費 縁結び支援事業の実施に必要な経費

縁結び支援事業の実施に必要な経費

補助割合 上記経費の80％（上限10万円）

上記経費の80％（上限５万円）

♥しあわせ結婚相談員(仲人)募集
対 象 者

市内在住の健康な人（年齢制限はありません）
結婚を考える男女の良き理解者、縁を結ぶ仲人役として活動をしていただきます。

活動内容

※①現代の結婚支援の状況と若者事情、②個人情報の扱い方に関わる研修会を受講して
いただきます。

登録方法

市役所⑩番窓口で、しあわせ結婚相談員の登録申請をしてください。

♥結婚を希望する独身男女（男性は羽咋市在住に限る）の登録も
受付中!! (※登録料は無料です)
登録していただけると・・・
①しあわせ結婚相談員が、マッチングのための新たな 出会いの場 を仲介してくれます。
②近隣自治体や県内で行われる婚活イベントの情報をお知らせします。

問い合わせ

市健康福祉課・子育て支援係（⑩番窓口)（☎22 1114）

羽咋市土地開発公社

決算をお知らせします

平成29年度に、寺家町地内の土地１筆（6,476平方㍍）を市に売却しました。
また、寺家工業団地内で企業誘致を実施するための用地取得に向けた土壌調査を実施しました。
平成29年度末の借入金残高は、前年度と同じ２億3,000万円でありました。今後、保有する土地の処
分や新保工業団地の土地貸付料収入などにより、借入金の減額を目指していきます。
なお、決算書類など詳細については、市ホームページに掲載しています。
平成28年度末
現金
資産
負債

土地
借入金

問い合わせ

平成29年度末

差

引

1,628万円

3,403万円

1,775万円

２億2,810万円

２億1,750万円

△1,060万円

（62,168㎡）
２億3,000万円

（55,692㎡）
２億3,000万円

（△6,476㎡）
増減なし

市企画財政課・企画統計係（☎22‑7162）
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国民健康保険
後期高齢者医療保険

70歳以上対象
８月〜

高額療養費の所得区分と
自己負担限度額が変わります

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月（月の初めから終わりまで）
で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。国の医療保険制度改革により、
平成30年８月から70歳以上の人の高額療養費の所得区分と自己負担限度額が下表のように変わります。
また、平成30年８月から、70歳以上の現役並み所得者のうち、現役並み所得者Ⅰと現役並み所得
者Ⅱの人は新たに限度額適用認定証の提示が必要となります。
○自己負担限度額(月額/平成30年７月まで） ○自己負担限度額(月額/平成30年８月から）
所得
区分

外来

外来+入院

（個人ごと）（世帯ごと）

多数
該当
(注１)

所得
区分

外来

外来+入院

（個人ごと）（世帯ごと）

多数
該当

現役並み所得者Ⅲ
252,600円+(総医療費
（住民税課税所得
140,100円
‑842,000円）×1％
690万円以上）
80,100円+

現役並み
所得者

57,600円

(注２)

（総医療費‑
267,000円）

44,400円

×１％

現役並み所得者Ⅱ
167,400円+(総医療費
（住民税課税所得
93,000円
‑558,000円）×1％
380万円以上）
現役並み所得者Ⅰ
80,100円+(総医療費
（住民税課税所得
‑267,000円）×1％
145万円以上）

14,000円
一般

（

年間上限

144,000円

）

低所得Ⅱ
(注３)
低所得Ⅰ

57,600円

44,400円

一般

24,600円

−

低所得Ⅱ

（

57,600円

44,400円

24,600円

−

15,000円

−

）

8,000円

8,000円
15,000円

(注４）

18,000円
年間上限
144,000円

44,400円

−

低所得Ⅰ

（注１）過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から多数該当となり、上限額が
下がります。
（注２）現役並み所得者とは、窓口での負担割合が３割の人です。
（注３）低所得Ⅱとは、
【国保の場合】同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低
所得者Ⅰに該当しない70歳以上の人。
【後期の場合】世帯の全員が住民税非課税の人。
（注４）低所得Ⅰとは、
【国保の場合】世帯主および国保加入者全員の給与、年金などの収入から必要
経費・控除額（公的年金については80万円）を引いたとき、各所得がいずれも０円となる場
合に対象となります。
【後期の場合】世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の給与、年金などの収入から必要経費・
控除額（公的年金については80万円）を引いたとき、各所得がいずれも０円となる場合。
問い合わせ
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市市民窓口課・国保年金医療係（④番窓口）(☎22‑7194）

国民健康保険限度額適用認定証の更新のご案内
〜入院などで高額な医療費がかかりそうな時は申請を〜
１ 限度額適用認定証は、羽咋市国民健康保険（国

【手続きに必要なもの】

保）に加入している人が、治療を受ける場合の
医療費の自己負担限度額を病院などの医療機関

１ 対象者の国民健康保険被保険者証

に示すものです。

２ 世帯主および対象者の個人番号カード、

２ 医療機関の窓口に被保険者証と併せて提示する
ことにより、１カ月間（１日から末日まで）の
窓口負担額が個人単位で、医療機関ごとに自己
負担限度額までとなります。
３ 限度額適用認定証は、７月末が有効期限となっ
ていますので、引き続き必要な人は８月中に申
請してください。
申請・問い合わせ

両親学級

または通知カードおよび窓口に来られた
人の本人確認書類
※本人確認書類：運転免許証など官公署発行
の顔写真付の本人確認書類であれば１点、顔
写真付の本人確認書類が無い場合は健康保険
証、年金手帳など２点

市市民窓口課・国保年金医療係（④番窓口)（☎22‑7194）

妊娠や産後の心配事、育児全般のご相談に助産師や保健師、管理栄養士が応じます

クラス名 フレッシュママクラス プレパパ・プレママクラス

産婦と乳児
妊婦、夫
妊婦、産婦、夫、家族
（生後４カ月頃まで）
８月９日㈭
８月26日㈰
９月２日㈰
10:00 〜 11:45
９:30 〜 11:45
10:00 〜 12:30
（受付 ９:45 〜）
（受付 ９:15 〜）
（受付 ９:45 〜）
羽咋すこやかセンター ２階・健診室

対象
月日
時間
場所

・母乳育児について
・助産師によるお話
・管理栄養士によるお話
・保健師への相談
・パパの妊婦体験
・調理実習と試食
・赤ちゃんの体重測定 ・沐浴、オムツ替え、抱 ・参加者同士の情報交換
・ママ同士の交流
っこの練習
会

内容

持ち物

広

告

バランス食クッキング

母子健康手帳
母子健康手帳
お子様のお世話グッズ

母子健康手帳、参加費
（500円）、エプロン、
ハンドタオル、飲み物

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)

欄
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折口文学市民公開講座

９月２日〜３日開催
しゃくちょうくう

おりくちしの ぶ

おりくちはる み

羽咋市ゆかりの民俗学・国文学者で、歌人「釋迢空」としても知られる折口信夫博士と養子折口春洋
（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）
１ 日程
(1) ９月２日㈰

午後３時〜

公開講座 「折口信夫と民俗学（仮）」
講師：國學院大學文学部教授
(2) ９月３日㈪

小川 直之 氏

午後１時30分〜

記念講演会 「折口信夫の話（九）」
講師：國學院大學名誉教授
２ 場所

コスモアイル羽咋
問い合わせ

思いを
伝える

岡野 弘彦 氏

小ホール

市生涯学習課・文化コミュニティ係（☎22‑9331）

家族川柳を募集

家族川柳作品を募集します。５･ ７･ ５の17音

子育て標語を募集

子育て標語作品を募集します。自分の気持ちを

で、自分の気持ちを伝え、お互いの気持ちを理解

伝えて、家族のふれあいを深めましょう。

して、家族のふれあいを深めましょう。

１ 内

１ 内

容

を一組とします。

17音の句を詠みます。

初句「不思議だな 母のにおいに ホッとする」小５女
返句「うれしいな 娘の言葉に グッとくる」母

２ テーマ 「家族のふれあい」
例句（平成29年度子育て標語集より）
「ママきいて」 手を止め心

３ 対象

４ 応募締切

高校生とその保護者

５ その他

４ 応募締切
５ その他

９月３日㈪まで

通わそう（母）

乳幼児の保護者など

市内在住の小学校３〜６年生、中学生、

３ 対象

告

心に思いつくままの言葉で、子ども
への想いをしたためた５・７・５の

例句（平成29年度羽咋市入選作品より）

広

容

家族で作った２つの句（初句・返句）

２ テーマ 「家族のふれあい」

９月３日㈪まで
入選作品は、市文化祭に展示予定です。

問い合わせ・送付先 〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地
入選作品は、作品集に掲載予定です。 市教育委員会内・市家庭教育推進協議会（☎22‑9331）

欄
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家屋を新築・増築、
取り壊しをした人へ
固定資産税は、毎年１月１日(賦課期日)現在で
建っている家屋に対して課税されます。
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ご連絡をお願いします。

１ 新・増築をした場合
(1) 住宅や､店舗､納屋､車庫などの家屋を新築・増
築した場合､新たに固定資産税が課税されます。
(2) 課税の基礎となる評価額を算出するため、税務

地震 への備えは大丈夫？
近年、全国各地で地震が多発し、被害が出て
いますが､地震への備えは大丈夫ですか｡地震そ
のものを避けることはできませんが、事前に備
えることで被害を軽減させることはできます。
いま一度、地震の備えを確認しましょう。

１

家具などの転倒、落下対策！

□ 家具や大型電化製品の下敷きに
ならないよう、家具などを固定する
る
□ 屋外に居る場合は、ブロック塀の倒壊に
注意し、ブロック塀から離れる

２

防火・出火対策！

課職員が家屋調査をさせていただきます。
(3) 完成後早めにご連絡をお願いします。ご都合の
よい日を相談の上、お伺いします。

２ 取り壊しをした場合
(1) 家屋の一部または全部を取り壊したり、年内

□ 感震ブレーカーの設置
□ ガスコンロは安全装置が付いたものに
に
取り替える

３

非常時の備え！

に取り壊す予定の人は、
「家屋取り壊し届出書」
を提出してください。
(2) 取り壊しをした家屋については、翌年度から固
定資産税が課税されなくなります。
(3) 土地の税額が変わることもありますので、早め

□ 普段から飲料水や食料などを備蓄
□ 避難時に必要なものをすぐに持ち出せる
よう準備（非常持ち出し袋の準備）

４

避難場所、非常時の連絡方法を確認！

にご連絡をお願いします。すでに法務局(登記
所)に取り壊しの登記手続きをした人は、法務
局から市役所へ通知がありますので、ご連絡の
必要はありません。

３ 隣地を取得した場合

□ 防災マップやハザードマップで
避難場所、避難経路を確認
□ 災害用伝言ダイヤルや伝言板など､､
非常時の連絡方法を確認

隣地を取得して、住宅の敷地や自家用の駐車
場として使用する場合、住宅用地の特例が適用
されることがありますので、ご連絡をお願いし
ます。
問い合わせ

広

告

市税務課・課税係（☎22‑6901）

ご注意

乾燥・強風時の｢火の用心｣にも
心掛けてください！

問い合わせ
市環境安全課
（☎22‑7176）
羽咋消防署警防係（☎22‑0089）

欄
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県 道 通 行 止 め の お 知 ら せ
羽咋市上中山町⇔志賀町上棚
９月上旬

12月下旬（予定）

上記期間において、のと里山海道(柳田ＩＣ〜上棚矢駄ＩＣ) ４車線化
事業に伴う県道ボックスの延伸工事のため、右図区間が終日通行止めと
なります。工事施工中は、現地案内看板に従って迂回路の通行にご協力
をお願いします。
ご利用の皆さまにおかれましては、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。
詳しくは…

のと里山海道課

問い合わせ
県中能登土木総合事務所 のと里山海道課 （☎0767‑22‑6001）
県羽咋土木事務所 維持管理課（☎0767‑22‑1225）

備えて安心！いしかわ防災キャンペーン

地域安全ニュース

羽咋警察署・羽咋郡市防犯連合会
からのお知らせ 〜夏の防犯対策〜
１ スマホを操作しながら歩かない！イヤホン
をしながら歩かない！…不審者に近付かれ
ても気が付きません。
２ 夜間の外出に気を付ける！…明るい道を選
び、もしものときの避難
場所を確認しておきましょう。

ハク太郎

３ 防犯ブザーを携帯する！…定期的に点検を
し、すぐ使える状態で持ち歩きましょう。

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）
広
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期間

８月25日（土）～９月９日（日）

石川県では、各家庭の「災害への備え」を推進する
ため、平成30年８月25日㈯から９月９日㈰までの間、
県内の協賛店舗において、
「備えて安心！いしかわ防
災キャンペーン」を実施します。
協賛店舗では、特設コーナーを設けて、備蓄品や防
災グッズなどの販売が行われます。
※詳しくは、石川県のホームページをご覧ください。

９月２日㈰は石川県防災総合訓練
石川県防災総合訓練が宝達志水町を会場に午前９時から
正午まで開催されます。住民救出訓練や避難所開設、運営
訓練などが行われますので、訓練の様子を見学しませんか。

問い合わせ 県危機管理監室 危機対策課
(☎076‑225‑1482)

介護現場で生かそう！中高年マンパワー募る！！
〜介護の基本研修＆職場体験〜
介護に係る基礎的な知識や技能を学ぶ研修会を実施します。介護施設で働きたい人には、実際に施設で仕事を
体験(補助業務など)することもできます。また、就業(アルバイト・パートなども可能)の相談にも応じます！！
日
場

時
所

９月11日㈫〜９月13日㈭
七尾市勤労者総合福祉センター（ワークパル七尾）（七尾市小島町）

対象者

介護の仕事に興味・関心のある元気な中高年齢者（50 〜 60代を中心）など
福祉の資格・経験の有無は問いません。

内

研修（３日間・選択式）＋職場体験（２日間）
※研修のみ受講も可
※介護施設で働くことをお考えの方は、職場体験を必ず受講してください。

容

定 員
50人 ＊先着順。決定した場合、受講決定通知書を送ります。
受講料
無料（会場までの交通費などは、各自でご負担願います）
申込締切日 ９月１日㈯まで
※３日間の研修カリキュラムの詳細は、下記にお問い合わせください。
なお、研修カリキュラムを全受講した人には、修了証を発行します。
※この研修会の修了者は、市が11月20日㈫に実施する介護予防サポーター研修の中の｢羽咋はつらつ体操
の講義・実技｣を受講していただくと､羽咋市介護予防サポーターとして登録･活動することができます。

申込み・問い合わせ

福サポいしかわ（☎076‑234‑1151)

パソコンも学べる
ハウスクリーニング講習
室内清掃の基本作業・器具の知識・実技を習得し
ます。また、就職活動に役立つパソコンの基本的な
操作、履歴書作成や面接の心構えなども学びます。
１ 対象 55歳以上で全日程出席できる人
２ 定員 ５人
３ 期間 ８月20日㈪〜 24日㈮
８月27日㈪〜 31日㈮の10日間
４ 時間 午前10時〜午後３時40分

申込み・問い合わせ
広

告

日建学院

厚生労働省石川労働局
委託事業

５ 場所 コスモアイル羽咋
６ 受講料 無料（テキスト代含む）
７ 内容 (1)座学・実技(2)就活対策（履歴書作成
など(3)パソコン基礎(4)合同面接会
８ 締切 ８月７日㈫
（事前説明会を８月10日㈮に開催します）
※ハローワークでの求職登録が必要です。
詳細は下記までお問い合わせください。

金沢校（☎076‑280‑6001）

欄
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歴史民俗資料館からのお知らせ（☎22‑5998）
クリンクルはくい教室案内
（☎27‑1153）

エコクッキング教室
日時

８月４日㈯

場所

リサイクルセンター(滝谷町)

定員

20人

持ち物

9:00〜

参加費

１ 羽咋市市制施行60周年記念企画展
「羽咋を知る−再発見−」
期間

７月１日㈰〜９月30日㈰

時間

9:30 〜 17:00（入館は16:30まで）

場所

歴史民俗資料館

２ 弥生まつり2018
土器の野焼きや勾玉づくり、火おこし体験、

1,000円

エプロン、三角巾、はし

古代米の試食など弥生時代の生活体験を行います。

料理を通して、ごみを出さな

日時

8月18日(土)

い工夫やごみの分別の仕方を学びま

会場

吉崎・次場弥生公園

内容
す。
講師

室谷

※会期中無休

9:00 〜 11:30

千里浜砂像2018
砂像体験コーナー

加代子さん

申込期間 ７月25日㈬〜８月３日㈮

図書館の映画上映会
日時

８月５日㈰、19日㈰

自分だけの砂の芸術・オリジナル

①10:30〜、②14:00〜

砂像を作ってみませんか。

※『作品は・・・お楽しみに！』

日時

８月４日㈯、５日㈰

場所

9:00 〜 16:00

入場料

※入場無料、

コスモアイル羽咋

日時

８月11日㈯

（千里浜レストハウス下）
市商工観光課（☎22‑1118）

９:00 〜

持ち物

20人

内容

参加費

700円

布１枚、裁縫用具
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 ８月１日㈬〜 10日㈮

広

告

日時

９月８日㈯
開演14:00(開場13:30〜)

場所 リサイクルセンター (滝谷町)
定員

不要

第23回自衛隊音楽隊
定期演奏会

千里浜海岸

古着のリフォーム教室

申込み

羽咋市立図書館（☎22‑9777)

予約不要
場所

無料

731部隊パネル展
中国ハルビン郊外で旧日本軍731

場所

コスモアイル羽咋

出演

陸上自衛隊第10音楽隊

部隊がどんなことをしたのか。作家

入場整理券は、８月６日㈪からコス

森本誠一の著書

モアイル羽咋、市役所市民窓口課、

悪魔の餌食

にも

書かれています。

各公民館で配布。定員に達し次第終

日時

８月４日㈯〜 11日㈯

了。

場所

コスモアイル羽咋

※無料

市生涯学習課（☎22‑9331）

コスモアイル羽咋(☎22‑9888）

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

木梨松嗣
弁護士 長 原
悟
弁護士 米 田 弘 幸
弁護士

市役所の連絡先
（代表：0767‑22‑1111）
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健康福祉課
地域包括ケア推進室
22‑3939 ・介護高齢者係
22‑5314
・援護係
・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
22‑5940（市民窓口・戸籍）
・市民窓口係
・国保年金医療係 22‑7194
（国民年金・国民健康保険・後期医療）

募集期間

８月８日㈬〜 22日㈬

申込方法

往復はがきでの申し込み

ハッピー英会話クラブ
受講生募集

※詳細は、石川県中能登総合事務所・

平成30年度 県立七尾産業
技術専門校 後期生を募集
募集科名

短期課程

企画振興課(☎0767‑52‑6113)ま

を勉強しませんか！！

で。

開講期間

就職に向け、熱意を持っ

車両系建設機械（整

いる内容を要約し、リアルタイムに

地）技能講習、小型移動式クレーン

文字にして聴覚に障害のある人に伝

運転技能講習、玉掛け技能講習、ガ

える筆記通訳を習ってみませんか。

ス溶接技能講習、アーク溶接特別教

「手書き」と「パソコン」の２コー

取得可能資格

スがあります。

育
６カ月（平成30年10月

日時

９月１日㈯〜 12月15日㈯
の毎週土曜日10:00〜15:00

１日〜平成31年３月15日）
応募期間

７月30日〜９月11日

場所

石川県社会福祉会館

毎週火曜日

レッスン

週１回、年間38〜40レッスン

※無料、ただし、教材費が必要

0767‑52‑3159）まで。

申込締切

個人県政学習バス参加者募集

※申込用紙は石川県聴覚障害者セ

みながら勉強したいという意欲があ
る人
講師

羽咋近隣在住の英語を母国語

とする外国人
受講料

年額24,000円（一括納入）

申込締切

８月31日㈮

市生涯学習課（☎22‑9331）

①氏名②職業③住所④電話番号
開講集会

９月４日㈫19:15から

羽咋公民館３階研修室で行います。

ドできます。
検索

⬆

石川県聴覚障害者センター

を楽しく学ぶコース

対象 15歳以上で、英会話を楽し

お知らせ下さい。

８月10日㈮

ンターホームページからダウンロー
９月29日㈯：いしかわの自然

19:30 〜１時間

※申込みの際、次の①〜④について

産業技術専門校（七尾市津向町）
（☎

※1 受講料を受付にて納入してくだ

10月 ４ 日 ㈭： い し か わ の 農・ 申 ・

石川県聴覚障害者センター

さい。

工業研究施設で学ぶコース

（☎076‑264‑8615）

※2 この集会に出席できない人は必

②

10月18日㈭：白山ろく周辺の

ず事前に事務局（片田）まで連絡し

魅力再発見コース

てください。

10月30日㈫：いしかわの安全・

※3 当 日 は19:30か ら 引 き 続 き

安心実感コース

レッスンを行います。

③
④
定員

ハッピー英会話クラブ事務局

各コース43人

（片田）（☎090‑1315‑3743）

（応募者多数の場合は抽選）
広

実施曜日

申

（金沢市本多町）

応募方法など、詳しくは県立七尾

①

平成31年７月23日

講演会、会議、病院などで話して

どなたでも

訓練期間

平成30年９月４日〜

土木建築科

要約筆記者養成講座前期課程
受講生募集
て訓練を受ける意志を持つ人なら、
応募資格

ハッピーで気軽に、楽しく英会話

告

欄

税務課
22‑1113
・収納係
・課税係（資産税） 22‑6901
（住民税） 22‑7130

会計課
企画財政課
商工観光課
環境安全課

22‑7165
22‑7162
22‑1118
22‑7137

農林水産課
・農業委員会

22‑1116
22‑1117

No.794 2018年８月 広報はくい
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羽咋市ファミリー・サポート・センター
提供会員 募集
通称
ファミサポ

ファミサポでは、子育て
の応援をしたい人（提供会

■市民リサイクル銀行８月分
譲ります

・男児服 (80 〜 100㌢）
、靴（15㌢
以下）
・猫用ゲージ（三角ボード 2 段付）
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

員）を募集しています。
子育ての経験や空いた時

人口の動き

間を利用して、提供会員に
なりませんか。
提供会員の主な仕事は、
提供会員になれる人

子どもの保育や保育所など

心身ともに健康で、自宅で子どもを預

の送迎になります。
会員登録・問い合わせ

かることができる20歳以上の人

市ファミリー・サポート・センター

※提供会員は会員研修（無料）を受講し、

（☎22‑0066）

会員資格を得て、活動を行います。

｢子どもの人権110番｣
強化週間

■人口 21,888人(−33人)
□男性 10,361人( −11人)
□女性 11,527人( −22人)
■世帯数 8,569世帯(−６世帯)
＊平成30年７月１日現在
( )内は前月比
※外国人住民を含む
【６月中の人口動態】
□出生
3人
□死亡
26人
□転入など
33人
□転出など
43人

ぎゃく たい

「いじめ」や「虐 待 」など子ども
の人権に関わる悩みを抱えていませ
んか？子どもが発する信号をいち早
くキャッチし、解決に導くため、金
沢地方法務局では、人権擁護委員や
人権擁護事務担当職員が相談を受け
付けます。※相談無料、秘密厳守
☎0120‑007‑110
（全国共通フリーダイヤル、無料）
受付期間・時間
８月29日㈬〜９月４日㈫
8:30 〜 19:00
※土・日曜日は、10:00 〜 17:00
広

告

市では、「平成30年大阪府北
部地震災害」、「平成30年米原
市竜巻災害」、「平成30年７月
豪雨災害」により被災した方々
を支援するため、義援金を募っ
ています。
義援金箱は、
市役所１階の健康福祉課⑪窓口
に設置してあります。
※口座振込もできますので、詳
しくは市健康福祉課・援護係
(☎22‑3939)までお問い合わ
せください。

欄

市役所の連絡先
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募っています
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地域整備課
22‑7133
・施設管理係 22‑1119 ・企業経理係
・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
秘書室
監査委員事務局
選挙管理委員会

22‑7161
22‑0771
22‑7167
22‑7191

学校教育課
生涯学習課
文化財室

22‑7131
22‑9331
22‑7158

市長からの手紙

防災意識を高める決意新たに
７月４日から５日にかけて、

被害が甚大であったことから、

羽咋郡市広域圏事務組合議会の

視察時に、次の３点の重要性が

行政視察に参加しました。

強調されました。

福島県の田村広域行政組合

第１点目として、正確な情報

（田村市・三春町・小野町）と

練を行う必要がある、とのこと

伝達の迅速化を図ること。

でした。

同県富岡町にある双葉地方広域

第２点目として、日頃から防

市町村圏組合（双葉郡の６町２

災訓練をしっかりと行うこと。

村）、須賀川市の公立岩瀬病院
が視察先で、いずれも平成23

第３点目として、有事の際は、 の一日も早い復興を心から願う
とともに、地域全体の防災意識
国と県と連携し、人的支援を受

年３月に発生した東日本大震災

けること。

で震度６強以上の地震を受けた

原子力発電所の事故も重なり、

（７月６日）

羽咋市長

識を地域全体で共有すること

山辺芳宣

が大切で、その上で常に防災訓

市 民 文 芸

一ノ宮短歌教室

魂きはる小さき命をのこす樹に

さくらん坊一つ赤々と成る

初めての踊り流しの娘の姿

即かづ離れずあかり灯くまで

無造作にバラとあじさい咲く庭に

黒き揚羽の一頭が舞う

潮引きて足あと一人早朝に

そ

いつもの人か其は誰なるか

たつき を

陽は落ちてソーラパネルの生活終ふ

なり

銀色の態身震ふほどに

ワンデイ

ちろちろと木洩れ日揺るる縁先に

ひもと

ほそ

ゆるり繙く﹁一日歳時記﹂

たにま

山あいの渓間に咲ける繊き花

虎の尾と言ふ白き花なり

な

そのかみに釈迢空も並みて在る

いしきだ

気多の宮居の石段に座す

清美

啓子

坂本

哲夫

日下

桜井

君夫

竹津智恵子

中畠

正治

外美

山崎由利江

芳永

坂本
告

することができました。

起きてもおかしくないという意

特に、双葉地方広域圏域は、

広

をより一層高める決意を新たに

また、 日頃から災害がいつ

被災地です。

今回の視察を通して、被災地

欄

議会事務局 22‑7160

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

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
公立羽咋病院
羽咋市観光協会
シルバー人材センター

22‑9000
22‑1220
22‑5333
22‑2700

No.794 2018年８月 広報はくい

23

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30年４月生)
８月28日㈫ 13：00〜13：30
●１歳６カ月児健診(平成29年１月生)
８月 ２日㈭ 12：45〜13：15
●３歳児健診(平成27年３月生)
８月 １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

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。

と

き

内

８月 １日㈬
１日㈬
２日㈭
３日㈮
６日㈪
７日㈫
８日㈬
８日㈬
10日㈮
14日㈫
20日㈪
21日㈫

催し物
☆育児講座 ８月１日㈬
「子育てに大事な交通ルール」
午前10時30分〜11時30分
講師 羽咋警察署 署員
☆育児相談 ８月８日㈬
午前10時〜正午 (受付11時まで)
保健師・栄養士が相談にのります。
☆誕生会 ８月16日㈭
午前10時30分〜11時30分
☆お楽しみデー ８月22日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当 千里浜保育所
※13日㈪〜15日㈬をお盆休みにします。

23日㈭
24日㈮
24日㈮
28日㈫

「リズムヨガと
ママ癒しのストレッチ」
８月28日㈫ 午前10時〜 11時
講師 杉浦 幸代さん

ところ
西北台保育所
羽咋幼稚園
千里浜保育所
羽咋白百合幼稚園
邑知保育園
こすもす保育園
西北台保育所
羽咋幼稚園
とき保育園
こすもす保育園
邑知保育園
こすもす保育園
千里浜保育所
とき保育園
羽咋白百合幼稚園
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
利 用 時 間 午後１時〜６時
無料
お
休
み 毎週日曜日、祝日
※11日㈯〜15日㈬をお盆休みにします。
毎 週 水 曜 日 午後４時
★かんたん工作教室
毎 週 木 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

こすもす保育園親子育児講座

容

ミニプールで遊ぼう
みんなでみずあそび！！
プール遊び
水あそびをしよう
パチャパチャ水遊びをしましょ！
プールであそぼう（色水あそび）
ミニプールで遊ぼう
みんなでみずあそび！！
プール遊びを楽しもう
水あそびを楽しもう
いっしょにあそぼう！
ボールプールであそぼう！
✿大きくなったね(身体測定)
シャボン玉で遊ぼう！
プール遊びを楽しもう
シャボン玉とんだ〜♪
リズムヨガとママ癒しのストレッチ

き

内

容

参加費など

８月 ★ ４日㈯ 午後 ２ 時
★ ８日㈬
★18日㈯
18日㈯
★22日㈬

おもちゃドクターがやってくる！
〜修理実演と鉄道模型を見よう〜
午後 ２ 時
芝生広場で水遊び（持ち物：タオル、着替え）※雨天中止
午後 ２ 時
グラウンドゴルフクラブ（予備日25日）
午後 ３ 時
お茶クラブ 講師 辻森 正美さん
午後２時30分〜５時
子ども縁日 参加費：100円 先着：150人

★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。
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■開館時間
午前９時30分〜午後６時
■８月の休館日
夏休み期間、図書館は休まず
毎日開館します。読書感想文
など夏休みの課題は、図書館
の資料を利用して早めに片付
けましょう。
■連絡先

☎22‑9777

■わくわくおはなし会
(４歳〜小学校低学年)
日時 ８月４日㈯
午前10時〜11時
場所 図書館内・おはなしコーナー
■よちよちおはなし会(0歳〜3歳)
日時 ８月27日㈪
午前11時〜11時30分
場所 コスモアイル羽咋・和室

今月の本棚

子ども本棚

シンプルでていねいな暮らし

おばけの本

「50歳からはじまる、あたらしい暮らし」
広瀬 裕子/著

「おばけびょうきになる」
ジャック・デュケノワ/著
最近のアンリは、病気になったりケ
ガ を し た り・・・ な ん だ か か わ い そ
う。遠足の時も、急にスタスタと歩いて、
突然ストップ！また歩いていって、ぐっ
す り。 や っぱ り お か し い・・・。 病
院へ運んで手術をすると、中からなん
と・・・。おばけシリーズ第４弾。

40代を迎える時と50代になる時とは、
気持ちが違っていたと広瀬さんは言い
ます。40代には見えないかったことが、
経験により身につき、
「あたらしく」年
を重ねていきたいと・・・。心地よい
と思う生き方、暮らし方を写真ととも
に綴ってあります。

新着図書のご案内
一般向け

つまみ細工の可憐な花々(花
びら)ツレヅレハナコの揚げ

子ども・ティーン向け

本悦子)レ•ミゼラブル(V.ユ
ゴー)あむ(小風さち)いっぺん

わたし､定時で帰ります。(朱 もの天国(ツレヅレハナコ)不 妖精のメロンパン(斉藤栄美) やってみたかってん(はっと
野帰子)にゃん!(あさのあつ 合理だらけの日本スポーツ界 消えた時間割(西村友里)あし りひろき)ええたまいっちょ
こ)玉村警部補の巡礼(海堂尊) (河田剛)短歌と俳句の五十番 たもチャーシューメン(最上 う(くすのきしげのり)いもう
黙過(下村敦史)5時過ぎラン 勝負(穂村弘)

一平)マネキンさんがきた(村 とかいぎ(石黒亜矢子)まんま

チ(羽田圭介)バルス(楡周平)

中 李 衣 ) お か わ り へ の 道 ( 山 るだあれ(いまもりみつひこ)

ぼくときみの半径にだけ届く

ルイスがたべられちゃったひ

魔法(七月隆文)歪んだレンズ
(宮城啓)風は西から(村山由
佳)帰る家もなく(与那原恵)か
くれキリシタン(後藤真樹)10

＜図書・雑誌リサイクル＞（図書館内：☎22‑9777）
期間 ８月２日㈭〜８月22日㈬

(ジョン•ファーデル)失敗図鑑
(大野正人)世界を変えた50人
の女性科学者たち(レイチェ

図書と雑誌（平成27年４月〜平成28年３月まで

年後の仕事図鑑(堀江貴文)忙

のもの）のリサイクル市を開催します。図書30

しい人のための死ぬまで太ら

円/冊、雑誌20円/冊で、収益金は図書の購入費

ないカラダの作り方(中田宏)

に使用させていただきます。

ル•イグノトフスキー)
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374

片田

圭祐

さん(40歳）

（千里浜町出身、
千葉県野田市）

考えてみたら羽咋のおかげ
まだ羽咋にいた時にお世話になっ
た皆さま、お久しぶりです。現在、
私は浅草で人力車一心という小さな
人力車屋さんをやっています。
お世話になっている友達から 広
報はくい に投稿してみないかと
誘ってもらい喜んでお受けしたもの
の何を書けばいいのか考えていまし
たが、振り返ってみると私の人間性
の根幹はやはり、羽咋の地元で培わ
れたものであり、感謝すべきだなー
としみじみ思いました。
時代劇のチャンバラのシーンが
好きというイメージだけで親に勧
められて入った千里浜剣道教室。初
日、一日すり足だけで、実際の剣道
とチャンバラのギャップに初日から
辞めたかったのですが、「一度始め
たら最後までやりなさい」という父

今月号から新しくALT体験記
を担当するジェイミーです！
よろしくお願いします！
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の教育方針の下、辞めさせてもらえ あるって自分にとってどれだけ幸せ
ず、その時は嫌で嫌で仕方なかった を感じる環境だったのかと、しみじ
のですが、そのおかげで何事も基本 み感じています。自分を深堀りして
が大切だと知り、自分でこれだと決 いくと、今自分が好きなDIY、自然、
めた事に対しては最後までやり抜く 自給自足的なものに対する憧れは、
事ができるようになれたし、良い事 子どものころ父に毎週のように連れ
て行ってもらった釣りや、家族との
もいっぱいありました！
ある時は引っ越しなどの関係で最 キャンプ、田舎での友達との外遊び、
初言葉が標準語だったのが原因かも クワガタ採集、全部そこらへんから
しれませんが、同級生にいじめられ 来てるなーと改めて感じましたので、
ていた時、剣道教室の先輩が「お前、 地元の皆さん、家族に改めて感謝す
そんなに弱くないんだから、あんな る良い機会になりました！
この文字数では全く書ききれませ
奴にやられっぱなしになってんな
よ！」と一喝されました。あの一言 んが、今まで関わってくれた方々あ
がなかったら今の自分はなかったか りがとうございます。
また会う機会があった時はどうぞ
もしれません！
羽咋にいた時はなんにもない田舎 よろしくお願いします。
だと感じていましたが、都会に行っ
てみて綺麗な海や自然がすぐ近くに

Hi, my name is James Allison but
please, call me Jamie. I am from
a city called Plymouth in the U.K.
I am an ALT at Hakui Elementary
School and Hakui Junior-High
Sch o ol . I stu d ie d Ja pa n ese
at the University of Leeds in
England, maybe you have heard
of it? It is where Princess Kako
studied! I really like sports such
as soccer and American football.
The World Cup was fun, wasn t
it? I al so like travelling and
eating delicious food. Hakui and
Ishikawa have many great dishes,
so I am very happy. I have been
living in Hakui for one year and
I m having a great time, there
are so many interesting things
to see and fun things to do. I
really look forward to exploring
some more and meeting new
people here. Thank you for your
warm, caring welcome. Nice to
meet you!

こんにちは、私の名前はジェーム
ス・アリソンです。どうぞ、ジェイ
ミーと呼んでください。
私は、イギリスのプリマスと呼ば
れる都市出身で、現在、羽咋小学校
と羽咋中学校のALTを務めています。
私は、イギリスのリーズ大学で日
本語を勉強しました。ご存知かもし
れませんが、皇族の佳子様が勉強し
た大学です！
私は、サッカーやアメリカンフッ
トボールなどのスポーツが本当に好
きです。ワールドサッカーは面白か
ったですよね。また、旅行すること
やおいしい物を食べることが好きで
す。羽咋市、そして石川県にはおい
しい食べ物があるので、とてもうれ
しいです。
羽咋に住んで１年が過ぎ、すばら
しい時間を過ごすことができました。
羽咋には、本当に興味深く、面白い
ことがたくさんあります。これから
も、もっと探求していきたいですし、
ここに住む人たちとの新たな出会い
を楽しみにしています。
皆さんの温かく、思いやりのある
歓迎に感謝しています。皆さんに出
会えて、うれしく思います！

愛され続ける地域サロンの秘訣は “

”

地域サロン 寄らんかいね"(千里浜町)

じょう けい

千里浜町在住の松山成 慶 さんは、
毎月第２・第４水曜日に自宅を開放
し、地元の高齢者女性15人ほどが交
流できる地域サロンとして提供して
います。
サロンの名称は 寄らんかいね 。
平成23年５月から松山さんが自宅を
開放し、今年で７年目を迎えました。
きっかけとなったのは、同じく千
里浜町に住む冨山一夫さんの自宅を
ち
開放した交流サロン おっちゃ家
の活動を、松山さんが人づてに聞い
たからです。
「自宅を開放し、近く
に住む人の憩いの場として利用して
もらうなら、自分の家でもできるの
ではないか」と思い立った松山さん。
当初の立ち上げこそ、市民活動支援
センターからの協力もありましたが、
現在では、利用者が自主的に運営も
行う地域サロンとしての理想のスタ

イルを確立しました。
「なぜ、利用者が運営まで？」と
の疑問に、サロンをのぞいてみると、
利用者の皆さんは、絶えず笑顔で楽
しくおしゃべり。これこそが 寄ら
んかいね がずっと愛されている理
由になっています。利用者にサロン
の雰囲気を聞くと、
「好きに来て好き
にしゃべる！それだけ。だから義務
的にならずに本当に楽しくいられる。
毎月第２・第４水曜日が待ち遠しい」
と皆さん、口を揃えます。松山さん
も「活動内容や目的を決めてしまう
と、そのことが利用者の精神的負担
につながる。なんといっても楽しく
いてもらうことが大切」と話します。
確かに、利用者が特段、何かに取
り組んでいる様子はありません。毎
回、お茶代だけを出し合い、コーヒー
とお菓子を手に、笑い合って話し、

あっという間に２時間が過ぎていき
ます。しかし、だからこそ、
「楽しい、
また来たい！」と思うようになると
のこと。
地 域 の 高 齢 者 に 外 出 を 促 し、 楽
しい時間を過ごしてもらう。さらに、
利用者が買い出し役も担う。その主
体性を引き出す先進的な地域サロン
としての在り方がここにはあります。

利用者の皆さんは笑顔全開！
（右から２人目が、自宅を開放し、 寄ら
んかいね を設立した松山成慶さん）

下久保ダム50周年記念イベント
〜落差100ｍ迫力の放流！〜
根川支流の神流川上流、
藤岡市鬼石地区にあり、
下流には国指定名勝・天
さんばせききょう

６ 月24日、「 下 久 保 ダ ム50周
年記念

然記念物「三波石峡」がつながっ

放流設備点検イベント」 ていて、特撮ヒーロー作品やドラ

が開催されました。３年ぶりに４

マなどの撮影にもよく使われてい

つ全ての放流ゲートを使った「４

ます。

門放流」が行われ、舞い上がる大

当日は京都府や新潟県など県内

きな水しぶきに会場からは歓声が

外から多くの人が訪れました。ま

上がりました。

た会場ではダムカレーや地元の名

下久保ダムは利根川水系８ダム

産品などが販売されたほか、ご

の中の一つで、全国でも珍しい

当地ヒーロー「鬼神戦隊ダムセイ

Ｌ字型のダムです。堤体の長さは

バー」やご当地アイドルなどのス

605mあり、コンクリートででき

テージイベントも行われ、にぎわ

たダムの中では日本最長です。利

いを見せました。

No.794 2018年８月 広報はくい

27

短冊に防火の願い込める
子どもたちが羽咋消防署で七夕の笹飾り
７月５日、羽咋幼稚園、とき保育園、西北台保育所、
邑知保育園の子どもたち総勢55人が、羽咋消防署で、七
夕に合わせた恒例行事である防火短冊の飾り付けを行い
ました。
子どもたちは２本の笹竹に かじになりませんように
など、防火への願いを込めた短冊を一人一つ飾り付けま
した。防火への思いを七夕の願いにすることで、火の用
心の大切さをしっかりと学ぶことができたようです。
飾り付けた笹竹を取り囲んで たなばたさまの歌
また、飾り付けた笹竹を取り囲み、みんなで手をつな
を歌う子どもたち
いで たなばたさまの歌 を元気いっぱいに歌いました。

羽咋が2連覇達成！
〜市民体育大会20競技で競い合う〜
第61回羽咋市民体育大会が、７月８日までに17種
目20競技で熱戦を繰り広げ、羽咋地区が昨年に引き
続き総合優勝を果たし、２連覇を達成しました！
８日は、前日からの大雨の影響で、陸上競技が中
止となりましたが、各競技で地区ごとに市民の皆さ
んが団結し、日頃の練習の成果を競い合いました。

地区ごとの優勝競技
◇羽咋＝ソフトテニス、バドミントン、グラ
ウンドゴルフ(女)◇千里浜＝セーリング◇粟
ノ保＝弓道◇富永＝テニス、水泳、卓球(女）、
綱引、ゴルフ◇一ノ宮＝バレーボール(男・
女）、剣道、ゲートボール◇邑知＝ソフトボー
ル、バスケットボール、ボウリング◇余喜＝
野球、卓球（男）◇鹿島路＝グラウンドゴル
フ(男）

技で熱戦！
地区一丸
と なり、各競

攻守ともに白熱！

トリの綱引きで５年ぶりに優勝を果たした富永の選手たち
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かっこよくシュート！

精神集中して、いざ！

避難場所はこちらです
羽咋工業高生が町民を誘導

車いすを使って避難の介助を行う生徒

７月８日、地震による津波被害を想定し、釜屋町会、
大川町会、柳田町会の３町民が羽咋工業高校に避難する
共同訓練が実施されました。
防災行政無線による避難指示を受けて、３町民約270
人が羽咋工業高校への避難を開始。羽咋工業高生138人
が、同校体育館への避難誘導を行いました。校門前に立
つ生徒は大きな声で「避難場所はこちらです」と呼び掛
け、担架や車いすを使い、けが人を運ぶ訓練も実施され
ました。

旭町に響く祇園囃子
町民100人が懐かしの音色に聴き入る
市民提案型の取り組みとして市からの助成を受けて、
昨年９月に旭町の祇園囃子保存会が発足し、20年ぶりに
復活した同町の祇園囃子。７月８日には、稲荷神社（旭町）
で開催された 七夕祭り"で、保存会のメンバー７人が美
しいお囃子の音色を響かせ、町民約100人が聴き入りま
した。
笛役を務める子どもたちが、同日開催の市民体育大会
に参加していたため、太鼓と三味線のみによる演奏とな
りましたが、曲目 シャンシャンシャン など３曲を披露。 美しい音色で、祭りを盛り上げた旭町の祇園囃子
三味線を奏でる女性５人のうち４人は新メンバーで、彼 保存会のメンバー
女たちにとっては、今回が初の発表会となりました。

ハマグリ投げ入れ、にぎわい祈る
千里浜海水浴場で浜開き

恒例のハマグリの投げ入れで、浜の安全とにぎわい
を祈願

７月10日、千里浜海水浴場で浜開きが行われました。
晴天に恵まれ、すでに海水浴を楽しむ親子連れの姿も
見られる中、千里浜神社の髙井勇學宮司と千里浜浜茶屋
組合の山田俊一組合長がハマグリを海に投げ入れ、今
シーズンの浜の安全とにぎわいを祈願。山田組合長は「７
月１日には、この浜に白鳥の親子連れも訪れており、幸
先の良さを感じている。特に、家族で気軽に楽しんでも
らえたらうれしい」と大勢の海水浴客の訪れに期待を寄
せました。

酒井サワさん100歳おめでとう
誕生会で感極まる
７月10日、島出町にある特別養護老人ホームはくいの
郷で100歳の誕生日を迎えた酒井サワさん。はくいの郷
では、誕生会が開かれ、家族や施設利用者、スタッフら
が酒井さんを囲んでお祝いしました。
備後克則副市長が「市としても、市民の皆さんがいつ
までも元気で長生きできるまちを目指しており、酒井さ
んは、そのお手本です」とお祝いの言葉を述べ、花束と
お祝い品を手渡しました。酒井さんは「こんなにうれし
いことはない。ありがとう」と感極まり、目を潤ませて
感謝しました。

備後副市長から花束とお祝い品を手渡された酒井
サワさん（左）
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日

羽咋市柳橋町

【小児】恵寿総合病院

図書館

図書館

10:00〜
栄養・運動教室
11:30

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

12:45〜 １歳６カ月児健診

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

3 ㈮

15:00〜
羽咋市老人福祉センター盆踊り
16:30

老人福祉センター 社会福祉協議会

4 ㈯

9:00〜
砂像体験コーナー（〜５日）
16:00

千里浜海岸
商工観光課
（千里浜レストハウス下）

10:00〜
わくわくおはなし会
11:00

図書館

羽咋市少年少女発明クラブ
13:00〜 夏休み特別公開講座 コズミックカレッジ
「みんなで水ロケットを飛ばそう」

コスモアイル羽咋 生涯学習課

16:00〜
羽咋まつり
21:30

パセオ通り

商工観光課

8:00〜
市民健診
10:00

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

10:30〜 図書館映画上映会
14:00〜 『上映作品は当日のお楽しみです』

コスモアイル羽咋 図書館

8:30〜
市民健診
10:00

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

13:00〜
女性がん検診
14:00

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

7 ㈫

10:00〜
まんまくらぶ
11:30

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

8 ㈬

8:30〜
市民健診
10:00

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

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〜
ふれあいにほんごひろば
20:30

羽咋公民館

生涯学習課

10:00〜
フレッシュママクラス
11:45

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

10:00〜 心のケアサポート

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

羽咋勤労者総合
福祉センター

シルバー人材
センター

5 ㈰

七尾市富岡町 ☎0767‑52‑3211
１１日(土･祝）
松江外科胃腸科医院
羽咋市松ケ下町

9 ㈭

☎22‑7888

岡田医院（内科）
志賀町富来領家町 ☎42‑1921

17 ㈮

【小児】公立羽咋病院
羽咋市的場町

今月の納税

岩脇医院（耳鼻咽喉科）

納期限

工事の発注状況

８月31日㈮

市県民税

２期

河崎医院(外科･胃腸科･内科）

国民健康保険税

２期

志賀町高浜町

※市税の納付は便利な口座振替で

☎22‑0131
☎32‑0019

【小児】公立能登総合病院

市税務課・収納係(☎22 1113)

七尾市藤橋町 ☎0767‑52‑6611
２６日㈰

１９日㈰
松沼医院（内科・小児科）

平場内科クリニック

宝達志水町敷浪

羽咋市中央町

☎29‑3188
☎37‑1030

【小児】志賀クリニック
志賀町高浜町

30

☎22‑0238

池野整形外科耳鼻咽喉科医院

四蔵医院（内科）
志賀町仏木

図書館

☎22‑1220

１２日㈰
羽咋市的場町

当

9:30〜
図書・雑誌リサイクル市（〜22日）
18:00

☎28‑2033
☎22‑5652

担

健康福祉課

6 ㈪

羽咋診療所（内科）

所

羽咋すこやか
センター

西村内科胃腸科クリニック
宝達志水町今浜

場

12:45〜 ３歳児健診

(午前９時〜正午：事前連絡必要)

５日㈰

名

シルバー人材
センター

８月の休日当番医
※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。

事

羽咋勤労者総合
福祉センター

2 ㈭

■問い合わせ
市役所代表電話(☎22‑1111)

行

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

8/1 ㈬

市 ＝市役所

時

☎32‑5307
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志賀町高浜町

☎32‑0040

【小児】恵寿総合病院
七尾市富岡町 ☎0767‑52‑3211

（１千万円以上）６月分
◆ 邑 知 公 民 館 等 新 築 工 事（ 外 構１）
（1,556万円、㈱大窪工務店）◆勘助前
橋架替工事（その３）
（3,305万円、小
倉建設㈱）◆市道羽咋77号線ほか2路
線道路改良工事（その１）
（3,667万円、
富山土建㈱）◆島出町宅地分譲地整備
工 事（3,521万 円、岡田 建 設 工 業 ㈱ ）
◆平成30年度羽咋市公共下水道事業汚
水枝線管渠布設工事(島出工区)（1,059
万円、
小倉建設㈱）
◆鶴多橋補修工事
（そ
の1）
（1,728万円、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。

日

18 ㈯

時
13:00〜

行

事

名

羽咋市少年少女発明クラブ
「はじめてのプログラミング」

場

所

担

当

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

コスモアイル羽咋 生涯学習課

17:00〜 第５回はくい花火大会
21:00 (花火打上20:00〜20:30)

眉丈台地スポーツ
商工会
広場

19 ㈰

10:30〜 図書館映画上映会
14:00〜 『上映作品は当日のお楽しみです』

コスモアイル羽咋 図書館

21 ㈫

夏休みボランティア体験
9:45〜
赤ちゃんと遊ぼう（親子サロンさくらんぼ 老人福祉センター 社会福祉協議会
12:00
協力）参加費100円

22 ㈬

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

羽咋勤労者総合
福祉センター

11:00〜
健康福祉総合相談
14:00

老人福祉センター 社会福祉協議会

13:30〜
総合相談（登記相談）
16:00

市 101会議室

市民窓口課

13:30〜
総合相談（行政相談）
16:00

市 市民相談室

市民窓口課

13:30〜
総合相談（心配ごと相談、人権相談）
16:00

市 203会議室

市民窓口課

8:30〜
市民健診
10:00

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

13:00〜
女性がん検診
14:00

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

13:00〜
無料法律相談（要予約：４人まで）
15:00

市 101会議室

市民窓口課

23 ㈭

15:50〜 第31回

ＪＡＰＡＮ

ＴＥＮＴ（〜26日） 市内

シルバー人材
センター

10:00〜
男性介護者のためのかいご講座
13:00

富永公民館

社会福祉協議会

26 ㈰

9:30〜
プレパパプレママクラス
11:45

羽咋すこやか
センター

健康福祉課

10:00〜 第38回折口父子記念短歌大会

コスモアイル羽咋 生涯学習課

8:30〜
市民健診
10:00

羽咋すこやか
センター

11:00〜
よちよちおはなし会
11:30

コスモアイル羽咋 図書館

28 ㈫

13:00〜 ４カ月児健診

羽咋すこやか
センター

29 ㈬

10:00〜
シルバー人材センター入会者説明会
11:00

羽咋勤労者総合福 シルバー人材
祉センター
センター

10:00〜 すくすく相談

羽咋すこやか
センター

15:00〜 折口文学市民公開講座（〜３日）

コスモアイル羽咋 生涯学習課

介しました。

七尾市
石川県七尾美術館
北斎展〜師とその弟子
「冨嶽三十六景

凱風快晴」葛飾北斎
※通称「赤冨士」

会期 ８月４日㈯〜９月17日(月･祝)
開館時間 9:00〜17:00
観覧料 一般800円、大高生350円
※中学生以下無料
石川県七尾美術館（☎0767‑53‑1500）

志賀町
西能登 里浜イルミネーション
ときめき桜貝廊

健康福祉課

ＬＥＤで光るペットボタル約２万個が、全
国屈指の夕日スポット
「世界一長いベンチ」
を照らします。（日没から約４時間点灯）
期間 ８月11日㈯〜 11月30日㈮
場所 世界一長いベンチ・道の駅とぎ海街道 周辺
商工観光課（☎0767‑32‑1111）

宝達志水町

健康福祉課

健康福祉課

宝浪漫マラソン2018
参加者募集
開催日 ９月23日㈰
コース 30km、10kmほか
締切日 ８月20日㈪
申込方法 ランネット、スポーツエントリーから
詳細は、 宝浪漫マラソン 検索

⬆

9/2 ㈰

羽咋市からの情報として、１市３町の
広報紙に「第５回はくい花火大会」を紹

生涯学習課

25 ㈯

27 ㈪

観光・イベント情報

５回
はくい花火大会

第

夜店もステージイベントも過去最大
規模！今年も羽咋の夜空に華を咲か
せます！
８月18日㈯ 17:00〜21:00
※花火の打ち上げは、
20:00〜20:30
２ 場所 眉丈台地スポーツ広場
市商工会事務局（☎22‑1393）
１ 日時

宝浪漫マラソン実行委員会
（☎0767‑28‑4749）

中能登町
2018年

自衛隊コンサート

今年は、平成27年以来３年ぶりに陸上自
衛隊第10音楽隊をお招きします。第10音
楽隊の素晴らしい演奏をお楽しみください。
日時 ９月９日㈰ 14:00〜
場所 ラピア鹿島 アイリスホール
生涯学習課（☎0767‑76‑1900）
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せっしゃはくさんじんじゃ

気多大社の摂社白山神社

重要文化財
気多神社摂社白山神社本殿

気多大社の拝殿に向かって右側にある摂社白山神社
くくりひめの みこと

は、霊峰白山の神である菊 理媛命 を祀っています。創
さんげんしゃながれづくり

建年は不詳ですが、現在の建造物は「三 間社流造」と
いう神社建築様式で、本殿や随身門と同年の天明7年
（1787）に建てられたものです。大工も同じ加賀藩大
しみず じ

さ

■らぶ・はくい人（27㌻）で取材した千里浜町の地域
サロン 寄らんかいね 。このサロンの特徴は、利用者
が好きに集まって和気あいあいと楽しくおしゃべりす
るというもの。そのことが利用者を笑顔にしています。
一見、サロンの在り方としてはシンプルに見えます
が、 寄らんかいね のようなスタイルを確立するため
には、欠かせない要素があると感じました。利用者に
伺ったところ、
「この家だから和やかに過ごすことがで
きる」とのこと。つまり、会館や公民館でなく、個人
の自宅を開放して行っていることがポイントです。そ
して、サロンに集まる利用者同士の人間関係も重要に
なります。話上手な人、聞き上手な人。 寄らんかいね
では、その人間関係のバランスが絶妙でした。だから
こそ、このスタイルが自然と成り立つのだと思います。
いかに、地域に 寄らんかいね のようなサロンを
生み出していくか。高齢者が住みよいまちづくりに向
けての地域全体のテーマだと思います。（見附）

え もん みね みつ

工の清 水次 左 衛 門 峯 充 であることがわかっており、規
模・意匠ともに本殿とよく似ています。

自治体広報紙配信アプリ

18世紀後半の江戸時代の建築ながら、細部には古い

「マチイロ」インストール

様式が残り、各所にみられる彫刻は緻密で装飾性が高

はこちら

く、壮麗な印象を与えています。

広報はくいは、再生紙と植物油インクを使用しています。
羽咋市は、環境保全活動を積極的に推進しています。
PIN No.P13‑0179

古紙配合率100％再生紙を使用しています

TEL 0767‑22‑0771 FAX 0767‑22‑8109
ホームページアドレス http://www.city.hakui.ishikawa.jp
メールアドレス kouhou＠city.hakui.lg.jp

壮麗な彫刻がみどころ
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