
20182018
(平成30年)(平成30年)

６６  

広報広報

HAKUIHAKUI
No．792No．792

地域をつなぐ情報誌地域をつなぐ情報誌

はくいはくい

表紙の写真/妙成寺巡り｢関連記事２～７㌻」

トピックス
人口減少対策に評価 ……………………８
あなたが守る あなたの健康 …………10
～市民健診を受診しましょう～
６月は｢歯と口の健康月間｣ …………… 13

祝
妙
成
寺
五
重
塔
建
立 

四
百
年

特集
今、知りたい！      　 　 … 2妙 成 寺



特集

22　　広報はくい広報はくい  No.792 2018年６月No.792 2018年６月

今
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③③

④④

⑤⑤
⑥⑥ ⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨

⑩⑩

妙成寺境内と主要伽藍配置(滝谷町）

－ボランティアガイドに聞く－　Ｑ 妙成寺の魅力って？

　国宝指定を目指す妙成寺。
　今月号では、国重要文化財
10棟を有する妙成寺の魅力
をお伝えするとともに、近年
の調査で判明した新たな歴史
的価値について特集します。

－観光客に聞く－　Ｑ　妙成寺巡り、いかがでした？

観光ボランティアガイドグループ
“歴史ロマンこんちま羽咋”
伊藤　暁

あき

子
こ

さん（63歳）

妙成寺は、城の砦
とりで

が建つような
土地にあり、その土地の高低差によって

生まれる景観の美しさが最大の魅力だと思ってい
ます。総門から二王門を目指す途中で振り返ると、森
に囲まれた風情ある滝谷町の集落を眺めることがで
き、一見の価値があります。そして、境内にある建立
当初のままに現存する寺院を見て、たくさんの観光
客の方々が、感銘を受けてくれます。散策
してぜひ、その歴史にふれてみて

ください。

連休中、旅行でたまたま
“五重塔まつり”を開催していると知り、立ち

寄りました。初めて訪れましたが、ボランティアガイド
の人に案内してもらい、加賀藩との縁などを深く知る
ことができました。旧国宝だったそうですが、国宝に
　　指定されれば、県民としてうれしいです。　　

妙成寺から見た滝谷の町並み
妙成寺と一体となって美しい景観を生み出しています。

かに、 やかに ５月６日、五重塔まつり　開催５月６日、五重塔まつり　開催

ゴールデンウイークに金沢市からゴールデンウイークに金沢市から
観光に訪れた金津奈美さん（44歳）観光に訪れた金津奈美さん（44歳）
と息子のと息子の遥遥

はるはる

希希
きき

くん（５歳）くん（５歳）
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①二王門　総門から境内に入ると、最初に見上
げる寺院の楼門です。両脇には、市指定文化
財の二王像が置かれ、寺院の入り口を守って
います。

②経堂　五重塔とともに寺院の高台に立てられ
ており、“天

てんかいばん

海版一
いっさい

切経
きょう

” “版
はんぽん

本妙
みょう

法
ほう

蓮
れん

華
げ

経
きょう

”と
いう貴重なお経が納められています。

③五重塔　江戸時代初期に建てられた北陸唯一
の五重塔で、とち葺

ぶき

の屋根は全国唯一。寺院
のシンボル的な存在で、建立から今年で400年
を迎える堂々たる姿が見どころです。

④三十番神堂 本殿　内部には30体の神像が
安置され、国家や仏法を毎日日替わりで守護
する「三十番神」という日本各地の神々が祀
られています。

⑤三光堂　月を表す「月
がってん

天」、太陽を表す「日
にっ

天
てん

」、星を表す「明
みょうじょう

星天
てん

」の三光天を祀るお堂
です。日蓮宗は、三光天を仏法の守護神とし
て特に信仰していることで知られます。

⑥本堂　伽藍の中心となる祈りの殿堂で、一番
大きな建造物です。日蓮宗が重視する三光堂
と祖師堂を左右に配する「三

さんどう

堂並
へい

置
ち

」が見ど
ころで、建立以来現存していることが貴重です。

⑦祖師堂　日蓮宗の宗祖「日蓮」を祀るお堂で
す。屋根を支える装飾的な「組み物」が見ど
ころです。内部も装飾性が高く、日蓮の座像
を納めた厨

ず し

子が置かれ、特に厳かに飾られて
います。

⑧鐘楼　寺院のつり鐘堂で、上層部に梵
ぼんしょう

鐘が掛
けられています。上層部の屋根と下層の袴

はかま

腰
ごし

の均整の取れた優美な姿が見どころです。
⑨書院　厳かに飾られた本堂や祖師堂とは異な
り、当時の武家が好んだ質素ながらも洗練さ
れた数

す き や

寄屋風建築が見どころです。書院庭園
から見上げる五重塔も隠れた見どころです。

⑩庫
く り

裏　寺院の厨房・居住域で、寺院を支え
る装飾性の少ない裏方の施設です。文禄年間
(1592～1596）の建造とされ、伽藍の中で最
も古い中世末期の建造物とされており貴重で
す。　

厳 かに、かに、かに、華 やかにやかにやかに ５月６日、五重塔まつり　開催５月６日、五重塔まつり　開催５月６日、五重塔まつり　開催５月６日、五重塔まつり　開催５月６日、五重塔まつり　開催

訪ねてみよう、荘
そうごん

厳華
か

麗
れい

な古
こ

刹
さつ

～妙成寺の国重要文化財10棟をご紹介～

～五重塔建立400年を祝して～
　５月６日、妙成寺で第14回五重塔まつりが開催されました。
　今年は、五重塔が建立されてから400年の節目の年であり、
メーンイベントの奴行列にはミス加賀友禅の２人が交代で籠に
乗り､ミスユニバース石川代表が後に続いて､まつりに花を添え
ました。
　境内では、羽咋市太鼓連絡協議会が力強い太鼓演舞を披
露。本堂内では‶玉川同門会"が能楽を奉納し､“篠の会"による
小唄と笛の演奏もあり､大勢の見物客が聴き入りました｡ミスユ
ニバース石川代表とミス加賀友禅らによる着物ショーも開かれ、
美しい加賀友禅の着物を身にまとった女性と厳かな雰囲気を醸
し出す妙成寺が絶妙にコラボレーションし、来場者を楽しませ
ました。フィナーレでは、舞踊家の梅川壱ノ介さんが五重塔建
立400年を祝して‶獅子の舞"を奉納し､大いに盛り上がりました。

奴行列奴行列

ミスユニバース石川代表＆ミスユニバース石川代表＆
ミス加賀友禅ミス加賀友禅

梅川壱ノ介梅川壱ノ介



多面的価値調査事業
パンフレットより

客殿須弥壇の金具を調べる
しゅみだん

問い合わせ　市文化財室（歴史民俗資料館）（☎22-5998）
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妙成寺の価値を語る講師の皆さん

左から、山崎幹泰さん（金沢工業大学教授：建築担当）
東四柳史明さん（金沢学院大学名誉教授：古文書担当）
麓和善さん（名古屋工業大学大学院教授：建築担当）

妙成寺三光堂
(国指定重要文化財）

ピックアップ

国宝 とは？

Ｑ　国宝指定されると、どうな
るの？

Ｑ　どうしたら国宝に指定され
るの？

みきひろ

ひがしよつやなぎ

ふもと
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現在の客殿（幕末から明治期に解体・縮小され再建された）

渡り廊下の柱材の仕口穴 客殿床下で見つかった須弥壇の来迎柱

客殿床下で見つかった梁材（古式の鎌継ぎという技法を確認）

制作した旧客殿の復原模型

妙成寺文書「建造物間取図」を解読（旧客殿の内装がわかる貴重資料）

しゅ　み　だん らいごうばしら
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0 5ｍ

高岡市の国宝“瑞龍寺法堂”（1655年建立）

妙成寺復原旧客殿　正面図

同　桁行断面図
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問い合わせ　市まち・ひと・しごと創生本部事務局（☎22-7161）

　４月25日、市が掲げる“がんばる羽咋創生総合
戦略”に基づく重点施策の取り組みを研究対象に
した、市と金沢大学、企業との共同研究報告会が
開催されました。
　報告会では、金沢大学の教授らと日本電気㈱（Ｎ
ＥＣ）の職員が、市とＪＡとが共同で進める無農
薬・無肥料の自然栽培や市の人口減少、医療費な
どの６つのテーマについて研究成果を発表。この
うち、“オープンデータによる2030年の羽咋の姿
と展望”と題して報告を行った西野辰哉環境デザ
イン学系准教授は、国立社会保障・人口問題研究
所が推計した2018年度の市の総人口（2015年の
国勢調査ベース）が2013年度の推計値よりプラ
スで推移していることにふれ、「他市町が軒並み
下がっている中、地方創生に関わる取り組みの成
果が表れている」と述べ、市の人口減少対策を評

　４月17日、的場町会館で支えあ
いの家「まとば」の開所式が開かれ
ました。
　「まとば」は、平成29年５月から
的場町会の要望を社会福祉法人眉丈
会がバックアップする形で準備を進
め、同会館を改修し、地域の高齢者
の介護予防や日常生活支援を行うた
めの拠点施設として、このたびの開
所式を迎えました。
　今後は、的場町の運営協力員が中
心となって運営を行い、地域による
支え合いがしっかりと実現できるよ
う、眉丈会からはケアマネジャーが
派遣され、支援が行われます。

価しました。
　今後､市では､これらの研究成果を実践事業に生
かすとともに､産官学が連携した共同研究や共同
事業を推進し､成果を重視した目標設定と客観的
データなどに基づく施策の立案・分析などにより、
羽咋創生の取り組みを推し進めていく方針です。

人 口 減 少 対策に評価
地方創生に関わる
共同研究の報告会

市の人口減少対策に関わる６つのテーマで研究成果を報告

支えあいの家“まとば”が開所支えあいの家“まとば”が開所
～地域による健康で明るいまちづくりの拠点に～～地域による健康で明るいまちづくりの拠点に～

　　支えあいの家「まとば」について
１ 利用時間　毎週火曜日の午前９時30分～11時30分
２ 概　　要　地域の高齢者に対する日常生活支援を行う
とともに、介護予防教室としての取り組みを継続的に実施
します。また、世代を問わず、全ての地域住民を対象とし、
さまざまな交流を行う予定です。
問い合わせ　的場町町会長　稲原敏夫（☎22-3472）

お気軽にご利用
ください！

的場町の稲原敏夫町会長、眉丈会の加中英喜理事長、山辺市長ら関係者
によるテープカット
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家族、山辺市長に囲まれ、笑顔の塩谷岩男さん（中央）

100歳､おめでとう
！

塩谷　岩男 さん（東川原町）
　５月４日、東川原町の自宅で100歳の誕生日を迎えた
塩谷岩男さん。同月７日、山辺市長が花束とお祝い品を
手渡しました。山辺市長が「塩谷さんにとって100歳は
スタート。これからも長生きしていただきたい」と祝福。
塩谷さんは「本当にありがたい」と笑顔で応えました。
　塩谷さんの長寿の秘訣は、三食しっかりと食べるが、
食べすぎないことだそうです。

前田　はつい さん（四町）
　５月８日、四町の自宅で前田はついさんが100歳の誕
生日を迎えました。山辺市長が「お体を大切にしてこれ
からも元気に過ごしてください」と祝福し、花束とお祝
い品を手渡すと、前田さんは「うれしいです。ありがと
うございます」と応え、感謝の気持ちを伝えました。
　前田さんの趣味は、カラオケとぬり絵で、好き嫌いな
くよく食べることが元気の源になっているそうです。

家族と山辺市長に祝福され、笑顔の前田はついさん（手前）家族と山辺市長に祝福され、笑顔の前田はついさん（手前）

はとむぎ茶収益金を農業振興へ
　４月16日､JAはくいの山本好和組合長ら４人が市
役所を訪れ､“能登のはとむぎ茶”の売上金の一部と
して､122万円の寄付目録を山辺市長に手渡しました。
　寄付は８年連続となり､金額は売り上げたペッ
トボトル1本につき３円､焙煎茶ティーパック１
袋につき12円を基礎とし､羽咋市と宝達志水町の
人口比に基づき算定されています｡８年間の累計
総額では961万円になりました｡なお､寄付金は農
業振興のために活用される予定です。

獣害対策とイノシシ肉の普及のため
　５月８日、(公社)羽咋青年会議所の杉本孝丸理
事長と西敏之常任理事が市役所を訪れ、４月29
日に道の駅のと千里浜で軒下販売を行った、イノ
シシ肉を活用したメキシコ料理“トルティーヤ”
の収益金の全額を山辺市長に手渡しました。
　杉本理事長は｢寄付金は､獣害対策とジビエ産業
を結び付けるために活用してほしい｣と申し添え､
イノシシ肉のさらなる普及に期待を寄せました。

ご寄付に感謝！

山辺市長に目録を手渡した山本組合長（左から２人目）
山辺市長に寄付金を手渡した杉本理事長（中央）と
トルティーヤのレシピをＰＲする西常任理事（左）
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あなたが守る あなたの健康あなたが守る あなたの健康
～市民健診を受診しましょう～～市民健診を受診しましょう～

　６月から市民健診が始まります。
　１年に１度、自分の健康と向き合う大切な機会
です。忘れずに受診しましょう。

　市民健診は、大きく分けて、『生活習慣病予防健診（特定健診）』と『が
ん検診』などの２種類に分かれます。
　対象者や目的が異なりますので、以下の一覧を参考にご自身が受
けるべき健診を受診してください。

１ 生活習慣病予防健診（特定健診）
　加入している医療保険が実施する健診です。そのため、年齢や加入している医療保険によっ
て受診方法や内容が異なります。

※受診場所の詳細は、５月中旬に各家庭に配布した「市民健診のご案内」冊子をご覧ください。

年齢
加入している
医療保険

受診料金 受診場所※ 受診時期 必要な物 結果の受け取り方

39歳以下

羽咋市
国民健康保険

無料
集団健診会場

６月～８月

※詳細は市民
　健診のご案
　内冊子で確
　認してくだ
　さい。

・国民健康保険証
健診結果説明会
で受け取る上記以外の

医療保険
1,000円

・健康保険証
・受診料金

40～74歳

羽咋市
国民健康保険

無料

集団健診会場
または
医療機関

・特定健診受診券
　（羽咋市が
　 発行し、
　 ５月下旬
　 に発送）
・国民健康保険証

●集団健診
　健診結果説明
　会で受け取る
○医療機関健診
　受診した医療機
　関で受け取る

上記以外の
医療保険

受診券に記載
されている
のでご確認
ください。

・特定健診受診券
　（加入健康保
　 険者が発行）
・健康保険証
・受診料金

●集団健診
　後日、自宅に
　郵送される
○医療機関健診
　受診した医療機
　関で受け取る

後期高齢者
医療保険

500円 医療機関 ９月～10月

・健診受診券
 （羽咋市が
　 発行し､８月
　 下旬に発送)
・後期高齢者
　医療保険証
・受診料金

受診した医療機
関で受け取る

75歳以上
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【受診の流れ】※詳細は５月中旬に各家庭に配布した「市民健診のご案内」冊子をご覧ください。

①受診する健診
　(検診)を決め、
　受診する日時や
　場所を決める

②当日、必要な
　物を持参して
　受診

③後日、受診結
　果を受け取る

④結果に応じて、
　生活習慣を見
　直す

「市民健診のご案内」冊子
参照 受診券・保険証など 受診結果を確認

２ がん検診など
　羽咋市が実施主体のため、住民票のある人ならどなたでも受診できます。

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）

項目 対象者
（平成31年４月１日現在の年齢） 受診料金 受診場所※ 受診時期 必要な物 結果の受け取り方

肺がん 職場などで受診機会の
ない人 100円

集団健診
会場

６月～12月
・がん検診
　等受診券
　（ハガキ）
・受診料金

※がん検診等
受診券は40
～74歳 の 人
のみお持ちく
ださい。それ
以外の年齢の
人の持ち物は
受診料金のみ
となります。

●集団健診
　後日、自宅に
　郵送される

○医療機関検診
　受診した医療
　機関で受け取
　る

喀痰検査 喫煙指数600※以上の人 600円

胃バリウム検査 胃ペプシノゲン検査で陰性
の人または希望者 800円

大腸がん検診 職場等で受診機会のない人 400円

集団健診
会場
または
医療機関

子宮頸がん
検診

20歳以上の女性 800円

H9.4.2～ H10.4.1生まれの女性 無料

乳がん検診
40歳以上の女性 700円

S52.4.2～ S53.4.1生まれの女性 無料

節
目
年
齢
検
診

肝炎ウイルス
検診

40.45.50.55.60.65.70歳で過去
に検査を受けたことのない人
（70歳で終了）

無料

６月～８月
胃ペプシノゲン

検査

40.45.50.55.60.65.70歳で
過去に胃ペプシノゲン検査
で陽性になった人は除く
（70歳で終了）

200円

前立腺がん
検診 50.55.60.65.70歳の男性 500円

歯周病検診 40.50.60歳の人 500円 市内
歯科医院

※喫煙指数＝１日の喫煙本数×喫煙年数
※受診場所の詳細は、５月中旬に各家庭に配布した「市民健診のご案内」冊子をご覧ください。
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羽咋市国民健康保険にご加入の40～74歳の人
のうち特定健診を受けていない人へ

お願
い

１ 医療機関で通院中の人へ
　　特定健診の検査項目は、定期的に通院して実施している検査項目よりも多い場合があります。主治
医に確認の上、不足する項目がある場合は、特定健診を受けましょう。
　　また、特定健診は無料ですが、医療機関で検査した場合は医療費がかかります。特定健診で１回分
の検査料を節約することもできます。
　　特定健診を賢く利用しましょう。

２ 医療機関で通院中の人や職場などで健診を受けた人へ
　　検査（健診）結果を羽咋市に提供していただくことで、特定健診を受診したとみなすことができます。

提供先・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）

　直接受診していただくだけでなく、定期的な通院や
職場で健診を受けた結果を提供していただくことで、
健診受診率に反映されます。

　提供していただく人が増えることで、特定健診の受
診率が上がります。受診率が上がれば、国から交付金
が交付されるため、保険税負担の軽減にもつながりま
すので、ぜひ、ご協力をお願いいたします。

●提供方法
　提供いただける人は、検査（健診）
結果を羽咋すこやかセンターへ持参も
しくは送付してください。郵送する場
合、ご希望があれば郵送用の封筒（切
手不要）をお渡しします。
　提供いただいた結果の返却を希望す
る場合、その旨をお伝えいただければ、
後日返却いたします。

　

人間ドック・脳ドックを受けましょう

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

　羽咋市の国民健康保険・後期
高齢者医療保険に加入している
人が、人間ドックか脳ドックを
受ける場合、検査費用の一部が
助成されます。

～平成30年度 受付開始～

１ 申込方法
⑴　市市民窓口課④番窓口で申請手続きをして
ください。

⑵　受診票が郵送されてきたら、市指定検査機
関へ直接予約のうえ、受診日に窓口で被保
険者証と受診票を提示してください。

⑶　受診後、自己負担金（検査費の３割）を支
払ってください。

２ 申込資格
⑴　人間ドックは30歳以上で内科系の治療を
受けていない人

⑵　脳ドックは40歳以上で脳神経外科の治療
を受けていない人

⑶　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を
滞納していない人

⑷　特定健診、基本健康診査を受けた人は、同
じ年度には受けられません。

助成ができる指定検査機関
●公立羽咋病院（羽咋市的場町松崎24番地）
　実施項目：人間ドック（国保・後期高齢加入者）
　脳ドック（国保・後期高齢加入者）
●公立能登総合病院（七尾市藤橋町ア部６番地４）
　実施項目：人間ドック（国保・後期高齢加入者）
　脳ドック（国保加入者のみ）
●町立宝達志水病院
　（羽咋郡宝達志水町子浦ロ11番地１）
　実施項目：人間ドック（国保・後期高齢加入者）
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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）

６月は「歯と口の健康月間」

第20回｢歯と口の健康フェア｣で
歯の健康チェックをしませんか
　歯と口の健康フェアは、生涯をとおした歯と
口の健康づくりの推進を目的に毎年開催してい
ます。当日は表彰式のほか、歯科健診、フッ化
物歯面塗布、お口の相談会など全て無料で実施
しています。年齢を問わず、予約不要でどなた
でも気軽に受けることができますので、この機
会にぜひ歯と口の健康をチェックしてください。

１ 日時　６月17日㈰　午前９時30分～正午
２ 場所　羽咋すこやかセンター
３ 内容　⑴ 午前９時30分～正午
　　　　　  歯科健診、フッ化物歯面塗布など
　　　　 ⑵ 午前９時30分～10時10分
　　　　　  8020運動優秀者の表彰式
　　　　 ⑶ 午前10時30分～11時40分
　　　　　  子どもと大人の食育講座
４ 対象　どなたでも参加可能　
５ 主催　羽咋歯科医師会　
６ 共催　羽咋市・羽咋市教育委員会

ポスターの部 最優秀賞  中村　伶
れ い

維 さん(粟ノ保小５年)

子どもと大人の食育講座
｢考える!育てる!生きる力｣
～料理の体験を通して子どもたち
に生きる力を伝えよう～

　氷見で子どもの食育ボランティア団体として
活躍する「キトキトごはん氷見」から講師を招
き、食育講座を開催します。子どもの好奇心の
ひきだし方、見守る大人の心構え、子どもの食
育のポイントや経験談をお話ししていただきま
す。そのほか、お子様が参加できる簡単な料理
体験コーナーもあります。

１ 日時　６月17日㈰
　　午前10時30分～11時40分
２ 場所　羽咋すこやかセンター
３ 講師　キトキトごはん氷見 代表：梶 明美氏、
　　　　 円佛 さち氏
※お子様は三角巾、エプロン、手拭きタオルを
　お持ちください。
４ 要予約　６月14日㈭まで

節目年齢健診の歯周病
検診は､40･50･60歳が対象
１ 期間　６月１日㈮～８月31日㈮
２ 対象　40歳（昭和53年４月２日～
　　　　　　　  昭和54年４月１日生まれ）
　　　　 50歳（昭和43年４月２日～
　　　　　　　  昭和44年４月１日生まれ）
　　　　 60歳（昭和33年４月２日～
　　　　　　　  昭和34年４月１日生まれ）
※現在、歯を治療中の人は対象外になります。
３ 費用　500円
４ 受診先　市内歯科医院　　　
※事前に歯科医院に予約し、「がん検診等受診
券」をお持ちの上受診してください。

対象
保護者とお子様
（年齢不問）

よくかむと　おいしさアップ　笑顔もアップ
標語の部 最優秀賞　疋田　和

わかな

奏 さん(羽咋小５年)
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市町会長連合会定期総会 新会長に､釜谷　伸 氏(釜屋町)を選出
　平成30年度の市町会長連合会定期総会が4月20
日に開催され、新会長に釜屋町の釜谷伸氏が選出
されました。総会では、長年にわたり町会運営に
功労のあった役員ら24人に感謝状が贈呈された後、
新年度の事業計画や収支予算などが審議されまし
た。
　また、山辺市長から
長年にわたり町会長を
務めた向口喜代志氏(千
里浜宇賀)、開口求氏（千
里浜金比羅）、山﨑修治
氏（上中山町）、長濵充
成氏（滝町）に永年勤
続感謝状が、窪田正雄
氏（酒井町）ら退任さ
れた19人の町会長に感
謝状が贈られました。

会長
　釜谷　　伸(釜屋町)
副会長
　古永　哲也(鹿島路町)　横井　正巳(四柳町)
理事
　稲原　敏夫(的場町)　　向口喜代志(千里浜町)  
　酒井　一人(粟生町)　　山辺　勝則(太田町)
　深見　正二(菱分町)　　宮崎　忠彦(垣内田町)
　木谷　　清(千路町)　　松田　　協(寺家町)　 
　伊藤　幸雄(柴垣町)
監事
　中本　　進(東川原町)　西浦　義範(吉崎町)
　出口　隆一(神子原町)

町会長の皆さん （敬称略）

　川原町　　　鎌口　良和
　東川原町　　中本　　進
　御坊山町　　浅野　俊二
　旭町　　　　松本　修一
　的場町　　　稲原　敏夫
　本町　　　　島谷　芳弘
　中央町　　　玉木　　繁
　南中央町　　上野　　聰
　島出町　　　松栄　建一
　大川町　　　浜名　　等
　釜屋町　　　釜谷　　伸

　大　宮　　　坂野　一男
　白　山　　　濱里　三志
　宇　賀　　　向口喜代志
　金比羅　　　開口　　求
　なぎさ　　　稲村　信成

　新保町　　　西　　定俊
　粟生町　　　酒井　一人
　粟原町　　　堀　　賢治
　土橋町　　　髙田　昌信
　立開町　　　石本　　登
　兵庫町　　　大橋　武俊

　太田町　　　山辺　勝則
　三ツ屋町　　柳生　正則
　石野町　　　浅野　克巳
　深江町　　　村田　清二
　若草町　　　蔭田　政宏
　次場町　　　池田　榮治
　吉崎町　　　西浦　義範

　飯山町　　　松島　　修
　宇土野町　　岡部　伸一
　白瀬町　　　義ト　義隆
　上白瀬町　　野崎　　智
　福水町　　　池田　義光
　中川町　　　山本　英明
　神子原町　　出口　隆一
　千石町　　　朝川　勇次
　菅池町　　　山口　正造
　千代町　　　松田　孝司
　垣内田町　　宮崎　忠彦
　四町　　　　勝田　賢治
　上江町　　　髙田　忠晴
　千田町　　　宮森　義和
　円井町　　　藤岡　俊輔
　本江総区長　原　　　潔
　本江町　　　楠　喜久男
　若部　　　　山本　外明
　寺境　　　　新田　良通

　尾長町　　　三浦　　治
　尾長出　　　中元　　守
　志々見町　　吉野　和宏
　堀替新町　　松田　行輝
　菱分町　　　深見　正二

　酒井町　　　川口　雅登
　四柳町　　　横井　正巳
　大町　　　　上野　　茂
　金丸出町　　中村　英次
　下曽祢町　　中村　康德

　鹿島路町　　古永　哲也

　千路町　　　木谷　　清
　柳田町　　　柳澤　豊志
　上中山町　　山﨑　修治

　一ノ宮町　　吉野　吉次
　寺家町　　　松田　　協
　滝町　　　　長濵　充成

　柴垣町　　　伊藤　幸雄
　滝谷町　　　平田　正良

羽咋地区（11町会）

千里浜地区（５町会）

粟ノ保地区（６町会）

　富永地区（７町会）

　邑知地区（23町会）

　余喜地区（５町会）

鹿島路地区（１町会） 

越路野地区（３町会）

一ノ宮地区（３町会）

上甘田地区（２町会）

永年勤続感謝状を受ける
向口喜代志さん
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放課後児童クラブの利用料を助成しています

公有財産(車両)を売り払います

問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

問い合わせ　羽咋郡市広域圏事務組合・総務課（☎22-6610）

　羽咋市では、多子世帯への経済的な負担軽減を目的とし
て、第２子以降の放課後児童クラブ利用料を助成していま
す。
　申請書は各クラブに置いてありますので、６月29日㈮
までに各放課後児童クラブまたは羽咋市役所１階健康福祉
課（⑩番窓口）まで提出してください。
　なお、所得制限がありますので、申請書提出後、世帯の
所得を確認させていただき、結果については、改めてお知
らせします。

１ 対象世帯 18歳未満の子どもを２人
以上養育している市民税所
得割合計額が57,700円未
満の世帯

２ 対象児童 上記世帯の２人目以降の児童
３ 助成内容 学期ごとに利用料を助成
４ 提出期限 ６月29日㈮

広　告　欄

※走行距離は、平成30年３月現在

１ 化学消防ポンプ自動車 ２ はしご付消防ポンプ自動車（15㍍級） ３ 日産　マーチ

初度登録　平成９年12月
定　　員　６人
走　　行　31,861㎞
排 気 量　8.20L
車　　検　平成31年12月７日

初度登録　平成２年10月
定　　員　５人
走　　行　9,844㎞
排 気 量　7.54L
車　　検　平成30年10月18日

初度登録　平成14年10月
定　　員　５人
走　　行　179,246㎞
排 気 量 　1.38L
車　　検　平成29年10月30日
　　　　　（期限切れ）

詳しくは、「Ｙahoo!官公庁オークション」または「羽咋郡市広域圏事務組合」のホームページをご覧ください。
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広　告　欄

　　

Beatiful
Life in
Hakui

　６月は環境月間です。環境省では、事
業者や国民の間に広く環境保全について
関心と理解を深めてもらうとともに、積
極的に環境保全活動に取り組んでもらう
よう呼び掛けています。
　皆さんも、この機会に自分たちが捨て
るごみなど身近な環境について考えてみ
ませんか？

美しいまちは美しいまちは
　　　心で創る　　　心で創る

６月は環境月間

　５月30日（ごみゼロの日）から６月５日（環
境の日）までの一週間は「ごみの減量・リサイク
ル推進週間」になっています。
　廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用といった
いわゆる３Ｒ（スリーアール）を心掛け、環境へ
の付加を減らしていきましょう。

ごみ減量のため、３R作戦を！
３つのRを心掛けて、ごみを減らします

educe（リデュース）R
・買い物にはマイバッグを持ち、過剰包装を断る。
・詰め替え商品を利用し、リサイクルできる商品
やエコマーク商品、再生品を選ぶ。

euse（リユース）R
・ペットボトルや紙パックより､ビールびん､一升
びん、牛乳びんなど繰り返し使えるものを選ぶ。
・不要品は､フリーマーケットやバザーに活用する。
・衣服の着回しやほかの物への作り変えを心掛け
る。

ecycle（リサイクル）R
・生ごみや刈草は、コンポスト、生ごみ処理機を
利用し、家庭菜園や花壇の堆肥として利用する。
・空き缶、空きビン、牛乳パック、ペットボトル、
容器包装プラスチックは、分別して資源ごみに
出す。
・新聞、雑誌などの古紙は集団回収時に出す。

）

生ご
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広　告　欄

　

申込み・問い合わせ　市環境安全課（☎22-7137）

ご家庭で生ごみのダイエットを！
「家庭用生ごみ処理機、コンポスト容器、
生ごみ水きりバケツ」購入費を助成します

　家庭から排出される生ごみは、
燃えるごみの約50％を占め、そ
の生ごみの大半は水分であるとい
われています。

　ごみ処理をする過程で水分をな
くすためには、多量な燃料が必要
となり、これに伴うコストはもと
より、多量の二酸化炭素も排出さ
れることになります。

　そこで､皆さんに生ごみの減量・
リサイクルを実践していただくた
め、市では家庭用生ごみ処理機な
どの購入助成を行っています。

１ 助成対象
　　市内に住所があり、居住し、生ごみの減量などに積極的に取
り組んでいただける人
２ 助成額
　⑴家庭用生ごみ処理機：購入金額の１／２以内で30,000円を
限度（１世帯１機まで）

　⑵コンポスト容器：3,000円を限度（１世帯２器まで）
　⑶生ごみ水切りバケツ・ダンボールコンポスト容器・絞れる三
角コーナー：2,000円（１個1,000円）を限度

　※⑴～⑶のいずれも平成30年４月１日以降に購入したものに限ります。
３ 申込み（予算の範囲内で受け付けします）
　　「羽咋市家庭用生ごみ処理機等購入助成金交付申請書」に領
収書を添付して市環境安全課へ申し込みください。

　　「羽咋市家庭用生ごみ処理機等購入助成金交付請求書」も併
せて提出してください（スタンプ印不可）。

　　また、「生ごみ減量報告書」の提出にもご協力をお願いします。
　※申請書、請求書および報告書は、市ホームページからダウン
ロードできます。

◆大さじ３（45cc）の水切りを全世帯が実施すると…
　水切りの実施によって減量される量は、1日で約373,000cc。
2㍑ペットボトルの水量に換算すると約185本分にもなります。
これにより、ごみ処理過程で発生するCO2約930㌔が削減されます。

ぎゅっと握ってごみ減量　ぎゅっと握ってごみ減量　
捨てる直前「ひとしぼり」捨てる直前「ひとしぼり」
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問い合わせ　邑知公民館（☎26-0027）

ホタル鑑賞会ホタル鑑賞会ホタル鑑賞会ホタル鑑賞会 ６月９日に開催

至 七尾
至 氷見

至 金沢

至 千代町

至 垣内田町

至 四町

至 羽咋市街

進入禁止箇所
観賞場所

邑知小学校前邑知小学校前邑知小学校前
国道 159 号線国道 159 号線国道 159 号線

邑知小

飯山飯山飯山

邑
知
川

１ 日　　時　６月９日㈯　
　 　　　　　午後７時30分～(小雨決行)
２ 集合場所　邑知公民館2階ホール
※事前にホタルの生態について勉強します
３ 観賞場所　邑知川沿い(邑知小学校横)
※小学生・保育園児は、家族の人と一緒に参加し
てください。
※観賞会ですので､ホタルを捕まえないでください。
《交通規制の予告》
１ 日　　時　6月5日(火)～6月19日(火)　
　 　　　　　午後7時30分～9時
２ 規制内容　期間中、規制区域内は車の通行は
　 　　　　　できません。
※車で来られる人は邑知小学校の駐車場をご利用
ください。

６月23日～29日は
男女共同参画週間

「走りだせ、性別のハードルを越えて、今」
　男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任
も分かちあい、性別に関わりなく、それぞれ個
性と能力を発揮できる社会。それが男女共同参
画社会です。
　男女共同参画社会を実現するためには、行政
のみでなく市民の皆さん一人一人の取組みが大
切です。この機会に、職場・学校・地域・家庭
など、私たちのまわりの男女のパートナーシッ
プについて考えてみませんか？

留学生とふれあい、世界の
友達をつくってみませんか！
～JAPAN TENT ホストファミリー募集～
　日本に留学している大学生を家族の一員として迎えて
いただけるホームステイ家庭を募集しています。
１ ホームステイ期間(予定） ８月23日㈭～26日㈰
２ ホームステイに来る人 日本の大学で学んでいる
世界各国の留学生
３ 申込締切　６月29日㈮
※留学生のほとんどが日本語を話せます。また、留学生
の国籍や性別など希望があれば、ご相談ください。

申込み・問い合わせ　市生涯学習課（☎22-9331）
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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

～６月９日はロックの日～

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

危険物安全週間 ６月３日～９日 問い合わせ　羽咋消防署
　予防係（☎22-0089）

　危険物は、普段何気なく使用している物にも含まれています。この機会に
身近な危険物の適切な取扱い、保管方法を確認しましょう。

特に注意を要するもの スプレー類 その他

・ガソリン、灯油
　容器､保管場所は適切ですか？
　それぞれの法令に適合した容
器を使い、風通しのよい日陰に
保管しま
しょう。

・殺虫、虫除けスプレー
・制汗スプレー
　殺虫剤や制汗スプレーには可
燃性ガスが含まれています。
　火の近くでの使用は
しないでください。

・アロマオイル
・マニキュア、除光液
・アルコール度数の高いお酒
　その他にも引火する恐れのあ
るものは多くあります。使用上
の注意をよく読み、使用してく
ださい。

す。

　平成29年中に羽咋署管
内で発生した盗難被害の多
くは無施錠でした。狙われ
るのは鍵のかかってない
家・車・自転車です。少し
離れるときでもしっかり施
錠することが、
最も有効な
防犯対策に
なります。

昨年起こった、無施錠による被害状況
１ 住宅侵入盗
　８件発生し、７件が無施錠でした。
【注意】普段使わない出入り口や小さい窓にもしっかり鍵をかけましょう！

２ 自転車盗
　17件発生し、16件が無施錠でした。 
【注意】鍵をかけていない自転車が狙われます。ツーロックで防犯効果を高めましょう！

３ 車上ねらい
　18件発生し、17件が無施錠でした。
【注意】エンジンをかけっぱなしだと、車自体を盗まれる危険性もあります！

が、
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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）

②警察官Ｂ・女性警察官Ｂ
受付期間　７月30日㈪～８月28日㈫
◆１次試験　
・筆記試験　９月16日㈰
・体力試験　９月29日㈯
◆２次試験　10月下旬
◆最終合格発表　11月中旬
◆受験資格　昭和62年４月２日か
ら平成13年４月１日までに生まれ、
大学卒および平成年31年３月まで
に大学卒業見込みの人を除く
問・　　羽咋警察署・警務課
　　　 （☎22-0110）

　弓道は年齢・性別を問わず、どな
たでもできます！
　退職をされた人、スポーツ大好き
な人、趣味を持ちたい人、経験者も
大歓迎です。
対象者　15歳以上ならどなたでも
定員　6人(定員になり次第、締切)
期間　６月７日㈭～７月26日㈭
　　　毎週火・木曜日　
　　　計15回
時間　19:30～21:00
参加費　1,500円
　　　 （テキスト代）
　・問　バモスはくいスポーツクラブ
　　　　（☎23-4660）
　　　　羽咋市弓道協会　藤田
　　　 （☎090-2120-2561）

日時　６月９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　料理を通して、ごみを出さな
い工夫やごみの分別の仕方を学びま
す。
講師　室谷　加代子さん
申込期間　５月30日㈬～６月８日㈮

日時　６月16日㈯９:00～
場所　リサイクルセンター(滝谷町)
定員　20人　　　参加費　700円
持ち物　布１枚、裁縫用具
内容　古着を使って小物を作り、ご
みを出さない工夫と布の有効利用を
学びます。
講師　原田　洋子さん
申込期間  ６月６日㈬～15日㈮

広　告　欄

日時　６月１日㈮～10日㈰
場所　コスモアイル羽咋
内容　市内の小中学生による水道に
関する絵画を展示
問　市地域整備課（☎22-7133）

日時　６月16日㈯ 
　　　14:00～ (10分前開場)
作品　『ドッグス！/オジーの大冒険』
　　　（約90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)

①警察官A・女性警察官A
受付期間　６月15日㈮まで
◆１次試験
　 ・筆記試験　７月 ８日㈰
　 ・体力試験　７月14日㈯
◆２次試験　８月下旬
◆最終合格発表　９月上旬
◆受験資格　昭和62年４月２日か
ら平成10年４月１日までに生まれ、
大学卒および平成31年３月までに
大学卒業見込みの人

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

エコクッキング教室

水道週間ポスター展

申

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室

図書館の映画上映会

石川県警察官募集

弓道教室　受講生募集

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

　マジックを覚えて地域のサロンや
保育所などで披露してみませんか。
　脳トレ活性化にもつながります。
日時　毎月第１・3金曜日
　　　10:00～11:30
場所　羽咋すこやかセンター
主催　チャンネルGO
参加費　１回300円
問　市民活動支援センター
　　（☎22-9979）

～ぜひ、ご利用ください！～
　６月１日㈮から市民に開かれた議
会および情報公開の促進を目的に、
市ホームページから羽咋市議会本会
議（定例会、臨時会）の会議録が検
索できます。
　会議録をデータベース化すること
で、議員の過去の質問状況などが素
早く、簡単に検索できるようになり
ます。
問　市議会事務局（☎22‒7160）

　

広　告　欄

　福祉・介護の仕事に就職を希望す
る人が、複数の求人施設の採用担当
者と一度に面談できる合同就職面談
会を開催します。
開催日・会場
①６月24日㈰12:30～16:00
　石川県地場産業振興センター本館
　（金沢市鞍月）
②７月28日㈯13:00～16:00
　七尾サンライフプラザ
　（七尾市本府中町）
問　福サポいしかわ
　　（☎076-234-1151）

議会会議録検索システムを
導入します！

　児童手当を受けている人には、毎年６月中に「児童手当現況届」の提
出をお願いしています。
　この届は、６月１日現在の状況（養育状況、前年の所得、加入年金の
種類の変更）によって、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認
するためのものです。
　現況届の提出が遅れると、６月分以降のお支払いができません。
　該当する人には６月上旬に届出用紙を送付しますので、必要事項を記
入し、早めに提出してください（添付書類が必要な場合があります）。
公務員の人はお勤め先で手続きをしてください。
　政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」による電子申
請も可能です。詳しくはマイナポータル（URL　https://myna.go.jp）
をご覧ください（ただし、電子申請には、マイナンバーカードおよび対
応機器などの準備が必要です）。

福祉・介護の就職フェア

児童手当の現況届の提出はお早めに

素人マジック教室

提出期限　６月29日㈮
提出場所　市役所１階市民窓口課
　　　　　⑦番窓口
受付時間　 8:30～18:30
　　　　　（祝日を除く月～金曜日）

児童手当の支払日は
６月12日です

　２月～５月分の児童手当が指
定された金融機関に振り込まれ
ますので、通帳の記帳でご確認
ください。児童手当は６月・10
月・２月にそれぞれの前月分ま
でがまとめて振り込まれます。

問　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）
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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
文化財室　　　　22-7158

広　告　欄

■人口　21,972人(－２人)
　□男性　10,402人( + １人)
　□女性　11,570人( －３人)
■世帯数　8,582世帯(+９世帯)
＊平成30年５月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【４月中の人口動態】
　□出生　　　      9人　
　□死亡　　　    27人
　□転入など　    61人
　□転出など　    45人

人口の動き

問・　　市商工観光課（☎22-1118）申

　社会保険労務士による無料年金相
談所を、下記の日程で開設します。
事前にご予約の上、ご相談ください。
実施日・場所
・６月27日㈬
　市役所２階消費生活相談室
・９月26日㈬、12月26日㈬、
　３月27日㈬
　市役所１階101会議室
いずれも開設時間は、
10:00～12:00と13:00～16:00
問　市市民窓口課・国保年金医療係
　　 （☎22-7194）

日時　９月３日㈪、４日㈫、10日㈪、
11日㈫の全４日　
９:30～15:30（受付9:00～）
場所　羽咋勤労者総合福祉センター
受講料　30,500円（テキスト代含む）
受講資格　調理師試験願書の申込み
終了者のみ
申込期間　６月１日～８月31日
問・　　石川県調理師会
羽咋支部　山田
（☎080-2957-5550）

出張年金相談窓口を開設 調理師試験準備講習会

申

譲ります
アルカリイオン水整水器

■市民リサイクル銀行６月分

斎場施設の休業日を
お知らせ

　羽咋斎場が補修工事のため、
お休みします。
期間　６月１日㈮～３日㈰
※工事期間中は、志賀斎場を
ご利用していただきます。
問　羽咋郡市広域圏事務組合
　　（☎27-1153）

折口信夫　碑めぐりウオーキング
参加者募集

本市ゆかりの折口博士に関連する碑を巡るウオーキングの会を行い
ます。博士をしのびながら、初夏のさわやかな風の中、健康的に歩
いてみませんか。
日時　６月16日㈯　8:30～10:30
集合　気多大社駐車場（８:30までに集合）
参加料　無料　　
申込み　不要
行程（歩行距離約３㌔）　
気多大社【父子歌碑】→気多社叢奥（折口歌碑）→
大社焼→藤井家（折口歌碑）→大穴持像石神社
（タブノキ、地震石）→寺家墓所（父子墓）→
大鳥居→気多大社参道→気多大社
問　市生涯学習課（折口父子記念会事務局）（☎22-9331）
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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
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節目の年を迎え、決意新たに
　今年は、国をはじめ、石川県
や本市においても節目となる記
念の年です。
　まず、国においては、国民が「欧
米諸国に追いつき追い越せ」の
熱き思いを抱き、日本が近代化
に向けて大きな変革を遂げた明
治維新から150年を迎えます。
　石川県においては、古代に能
登国が立国してから今年でちょ
うど1300年となります。
　奈良時代の養老２年(西暦718
年)５月２日に、当時は越前国
であった羽咋、能登、鳳至、珠
洲の４郡を割いて能登国が成立
しました。そして、105年後に、

加賀国が越前国から独立しまし
た。
　歴史上、比較的早く能登国が
成立した理由には、当時、律令
政府が進めていた東北地方の支
配拡大のため、能登半島を軍事
拠点として重要視していたから
という説があります。
　1300年の時を経て能登半島
の情勢も大きく変わりました。
現在では、環境保全型の生産シ
ステムの確立を目指した「植物
工場」を中心とした「食材供給
基地」として大きな期待が寄せ
られています。
　羽咋市としても今年は、市制

施行60周年の記念すべき年です。
　能登の地から羽咋のすばら
しさを発信するためにも、本市
の自然栽培を中心とした農業の
６次産業化の取り組みをはじめ、
「オンリーワン」のまちづくりを
しっかりと推し進めていきたい
と考えています。
 （５月２日）

羽咋市長　山辺芳宣

羽
咋
川
柳
社

第38回折口父子記念　短歌大会作品募集

短歌大会　８月26日㈰　10:00～
場所　コスモアイル羽咋

問・送付先　折口父子記念会事務局（☎22-9331）
　　　　　　〒925-8501 羽咋市旭町ア200番地

　折口父子をしのんで短歌大会を開催するにあた
り、短歌作品を募集します。奮ってご応募ください。

１ 受付期間　６月20日～７月15日まで　　
※最終日までの消印有効
2 応募詠歌　一人一首（自由題）
3 投 稿 料　1,000円
※無記名の郵便小為替を同封願います。
※投稿用紙は、市内各公民館、コスモアイル羽咋、
　市生涯学習課（市役所４階）にあります。
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新たな地域おこし協力隊に辞令
　５月１日、羽咋市に新しく赴任した地域おこし協力隊
に辞令が交付されました。
　委嘱を受けたのは、東京都から移住し、無農薬・無肥
料の自然栽培の普及を担当する清水研吾さんと富山県か
ら移住し、ジビエ産業の推進に取り組む梶嘉美さんの２
人です。
　辞令交付式で、山辺市長が「１次産業の推進、２次産
業への波及、３次産業への展開を一体的に行う６次産業
化につながるように頑張ってもらいたい」と激励。清水
さんは「人にも自然にも優しい持続可能な農業を発信し
ていきたい」、梶さんは「羽咋の地名が能登と同じくらい
に全国に知られるように力を尽くしたい」と意気込みを
述べました。
　現在、羽咋市では、この２人を含め、自然栽培の普及
に４人、ジビエの推進に２人の協力隊が従事しています。
なお、今年度から４人の協力隊が自立し、自然栽培やジ
ビエのほか、道の駅のと千里浜でそれぞれの産業や業務
を引っ張っていく重要な役割を担っています。
　高い志を持った地域おこし協力隊の皆さんが、羽咋市
に新たな活力を生み出すことが期待されています。

自然栽培とジビエにトライ

辞令を受けた清水研吾さん(左)と梶嘉美さん(右)

初のＧＷ、大にぎわいの道の駅
　４月29日からスタートしたゴールデンウイークに合
わせて道の駅のと千里浜も大にぎわいとなりました。
　レストランでは、地元食材を使った料理や特製スイー
ツなどがよりどりみどりのバイキングに、大勢のお客さ
んが舌鼓を打ちました。軒下には最大14店舗が出店し、
テント市を開催。ホットドッグやみたらし団子、岩魚の
塩焼きなどが販売され、道の駅初のゴールデンウイーク
営業に花を添えました。このほか、駅内の４カ所を巡る
スタンプラリーなどの限定イベントも開催され、たくさ
んの親子連れなどが楽しみました。

食の喜びに人、人、人！

最大14店舗が立ち並び、誘客を後押ししたテント市

ジビエ 自然栽培
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羽咋体育館で象徴のフラッグ展示
　オリンピック・パラリンピックの啓発のため、その象
徴となるフラッグを日本中の自治体へリレー形式で伝え
る‶東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツ
アー "が一昨年10月からスタートしており、５月10日、
かほく市から引き継がれたフラッグが羽咋体育館に展示
されました。
　フラッグを見た市体育協会の中村康德会長は「カラー
テレビを通して初めて見た映像が、56年前の東京オリン
ピックの開会式。こんな形で、また、東京オリンピック
へ思いを馳せることができ、感慨深い」と述べ、２年後、
再び東京で開催されるオリンピックへ期待を膨らませて
いました。

２年後、再び東京でオリンピック！

羽咋白百合幼稚園の園児がナース体験
　５月９日、羽咋白百合幼稚園の園児22人が羽咋病院で
“プチナース体験"をしました。
　この体験は、同月６日から12日が‶看護週間"である
ことに合わせて実施され、ナース服に着替えた園児らが、
看護師に教わりながら人形を使った赤ちゃんのお世話や
包帯を使った傷の手当てなどを擬似体験しました。園児
からは「優しい看護師になりたい」との感想も聞かれま
した。体験後、園児ら全員で元気いっぱいの歌とダンス
を披露し、感謝の気持ちを伝えると、看護師や利用者の
皆さんからは笑顔がこぼれていました。

今日は、私が看護師さん

オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグ
が展示され、笑顔を見せる市体育協会の関係者

歌から元気をもらってほしい
　羽咋市の観光アテンダントマスコット“宇宙人サン
ダーくん”が主人公の歌が完成しました！
　歌のタイトルは“ねぇ、サンダーくん”。宇宙人サン
ダーくんが、コスモアイル羽咋でアルバイトするなどの
日常の様子がテーマになっています。
　５月２日、歌を制作した市民団体“沙羅園結の会”の
代表の金井俊一さんと作詞した大竹敏雄さんが宇宙人サ
ンダーくんに、歌を収録したＣＤを手渡しました。金井
さんは「歌を聴いて、子どもや高齢者の方々に元気に
なってもらいたい」と話してくれました。

宇宙人サンダーくんの歌が完成

羽咋中全校生徒へ呼び掛け
　５月11日、‶スマホ・ケータイ安全教室"が羽咋中で
開催され、全校生徒382人と保護者約50人が、スマート
フォンを介したトラブルや事件の被害者とならないよう
に、その正しい使い方を学びました。
　ＮＴＴドコモの社員と羽咋警察署の署員が講師となり、
スマートフォンによるラインやフェイスブックなどのＳ
ＮＳ利用時の注意点やコミュニケーションの際に気を付
けることを説明。スマートフォンは、便利な携帯電話で
ある反面、さまざまなリスクがあることをしっかりと自
覚すべきだと強調しました。

スマホのリスク、自覚して

スマートフォン利用時の注意点を学ぶ生徒

人形を使って赤ちゃんのお世話を擬似体験

宇宙人サンダーくんにＣＤを手渡す金井さん（右）
と大竹さん（右から２人目）
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★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。

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２月生)
　６月26日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成28年11月生)
　６月 ７日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成27年１月生)
　６月 ６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　６月６日㈬
　午前10時～11時 
 「ベビーマッサージとママの
　シェイプアップ」（定員10人）
　講師：陰本　景子　さん

☆育児相談　６月13日㈬
　午前10時～12時 (受付11時まで)
　保健師・栄養士が相談にのります。

☆誕生会　６月20日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　６月27日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当　余喜保育所

子育てふれあい広場 
　未入所児とその家族を対象に、遊びや情報交換の場として､保育所
(園)・認定こども園で、子育てふれあい広場を開催しています。
時　間　午前９時30分～11時
保育所(園)　邑知保育園(☎26-0059)、こすもす保育園(☎22-8181)
　　　　　　西北台保育所(☎22-1559)、千里浜保育所(☎22-0764) 
　　　　　　とき保育園(☎24-1001)
認定こども園　羽咋幼稚園(☎22-5318)、羽咋白百合幼稚園(☎22-0498)
※こすもす保育園では月～金の上記時間中、子育て支援室や園庭を開放しています。

と　き 内　　容 ところ
６月 １日㈮ 歯みがきマンがやってくる 羽咋白百合幼稚園

４日㈪ いっしょにあそぼう！　 邑知保育園
５日㈫ お父さん大好きプレゼント作り こすもす保育園

✿大きくなったね(身体測定)　
６日㈬ 絵本って楽しいね 西北台保育所
８日㈮ お父さんにプレゼントを作ろう とき保育園
８日㈮ 幼稚園のおともだちとあそぼっ！ 羽咋白百合幼稚園
12日㈫ 歯のはなし こすもす保育園
14日㈭ パパへのプレゼント作り 千里浜保育所
15日㈮ お父さんだいすき♥ 羽咋白百合幼稚園
19日㈫ ボールであそぼう こすもす保育園
20日㈬ 七夕飾りを作ろう 西北台保育所

　22日㈮ 七夕飾りを作ろう とき保育園
　25日㈪ 看護師講座　 邑知保育園
　26日㈫ 七夕飾りを作ろう こすもす保育園
　27日㈬ １歳児と一緒に七夕飾りをつくろう 羽咋幼稚園
　28日㈭ たなばた飾りを作ろう 千里浜保育所
　29日㈮ たなばた飾りをつくろう　 羽咋白百合幼稚園

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　　　 ★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　き 内　　容 参加費など
 ６月  ★ 2日㈯　午後 ２ 時 おたのしみ会　
　　 ★ 9日㈯　午後 ２ 時 父の日プレゼント（プラバン作り）
 　 定員：10人　参加費：無料
　　 ★16日㈯　午後 ２ 時 グラウンドゴルフクラブ（予備日：23日㈯）
　　 　16日㈯　午後 ３ 時 お茶クラブ　講師　辻森　正美さん
　　 ★23日㈯　午後 ３ 時 たこ作りとたこ揚げ　定員：10人　参加費：無料
　　 ★28日㈭　午前10 時30分 ベビー知育教室　定員：10組程度（要予約）

こすもす保育園親子育児講座
「歯のはなし」

６月12日㈫　午前10時～11時
講師　歯科衛生士　
　　　干場　利子さん
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新着図書のご案内

浅見光彦と七人の探偵たち
(内田康夫ほか)地検のS(伊兼
源太郎)修羅の都(伊東潤)小説
禁止令に賛同する(いとうせ
いこう)熟れた月(宇佐美まこ
と)スタア誕生(金井美恵子)雪
子さんの足音(木村紅美)路上
のX(桐野夏生)国会議員基礎
テスト(黒野伸一)茶屋四郎次
郎、伊賀を駆ける(諏訪宗篤)
樽とタタン(中島京子)刑事の
血筋(三羽省吾)ディレイ•エ
フェクト(宮内悠介)立ち直る

力(辻仁成)ご機嫌な習慣(松浦
弥太郎)美女は天下の回りも
の(林真理子)一〇一歳の習慣
(高橋幸枝)一生仕事で困らな
い企画のメモ技(高橋晋平)子
どもと接するときにほんとう
に大切なこと(田中博史)から
だのトリビア教えます(中尾
篤典)

夢見る横顔(嘉成晴香)ぼくの
ドラゴン(おのりえん)あんみ
んガッパのパジャマやさん
(柏葉幸子)声優さんっていい
な(如月かずさ)となりの火星
人(工藤純子)千びきおおかみ
(筒井悦子)妖怪一家の温泉ツ

アー(富安陽子)花見べんとう
(二宮由紀子)さよなら、ぼく
らの千代商店(中山聖子)ルソ
ンバンの大奇術(牡丹靖佳)し
らとりくんはてんこうせい
(枡野浩一)青い月の石(トン
ケ•ドラフト)こどものための
道徳 学び方編(齋藤孝)はじ
めてまなぶもちかたのえほん
(宮里暁美)そうだったのか!
しゅんかん図鑑(伊知地国夫)
レインボールームのエマ(戸
森しるこ)フルスイング!(くす
のきしげのり)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■６月の休館日
　 5日㈫、12日㈫、19日㈫、
　26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 ・
気候を学ぼう バス発車します

こんなに凄かった！伝説の｢あの日｣の天気 「もぐらバス」

　最近の天候には驚かされます。ゲリ
ラ雷雨による花火大会中止や台風なみ
の爆弾低気圧、ダンプを飛ばすほどの
竜巻・・・。過去の凄い天気を紹介し
ながら、「こんな天気図には要注意！」
といった、身を守るのに役立つ知識も
書かれています。

　ある町の地面の下。もぐら建設が掘っ
た小さなトンネルを「もぐらバス」は
行ったり来たりしています。もの置の
下１丁目、だれかんちの庭３丁目、す
ると突然急ブレーキ！！何があったの
でしょう。ピタゴラスイッチの創作者
コンビが作った楽しい絵本です。

一般向け 子ども・ティーン向け

【 季節の「切り絵」教室 】
テーマ　初夏の彩り<水芭蕉>

日時　6月 21日㈭　午後２時～４時
場所　コスモアイル・研修室 材料費　200円
持ち物　カッター、シャープペン 定員　15人

■わくわくおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　６月２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　６月18日㈪
　　　 午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室
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　　 　羽咋の皆さん、うれしい６月の訪
れですね。ついに、夏までもう少し
となって来ました！楽しくゴールデ
ンウイークを過ごせましたか？皆さ
んには穏やかで充実した日々を過ご
してほしいと思っています。
　さて、私事ですが、（先月号にお伝
えした）能登半島の自転車ツアーを
達成することができました！３日間
かけて、海岸沿いの330㌔を自転車
で走りました。石川の自然を見で回
るには、最高でしたよ！
　以前、羽咋の友人とともに各々で
食べ物を持ち寄り開いた夕食会につ
いて記事にしましたが、覚えていま
すか？最近、その友人たちと私とで、
今度は一緒に料理をしました！私た
ちは、羽咋公民館でエチオピア料理
のクッキングに挑戦しました。私は、
クレープのような酸っぱいパン“イ
ンジェラ”を作りました。また、 パ
ンにのせて食べる“ドロ・ワット” 
（玉子とチキンのシチュー）と野菜シ
チューも作りました。エチオピアで
は、通常、パンやシチューを手で食
べます。久しぶりにエチオピア料理
を食べたからうれしかったです。お
いしいので、皆さんもチャンスがあ
ったら、ぜひ食べてみてください！
　それでは、また、次回に！

私にとっての羽咋
　高校卒業までの18年間を羽咋で
過ごし、大学進学とともに富山へ、
大学卒業後は上下水道の設計会社に
勤めることとなり、現在の大阪へと
やってきました。大学生活から数え
れば、羽咋を離れ11年になります。
こちらでの暮らしにも慣れましたが、
ビルが立ち並ぶ街並みよりは、田ん
ぼや畑が並ぶ落ち着いた街並みの方
が“自分には合っているな”と感じ
てしまいます。
　今でも年に数回は羽咋に帰省して
おり、そのたびにどこか前と変わっ
たところは無いだろうか？と間違い
探しのように興じています。その一
方で変わらない風景もあり、学生時
代を過ごした小学校・中学校・高校

などは付近を通るたびに懐かしさと
ともにいろいろな記憶が思い起こさ
れます。また、当時の学友らとも帰
省のたびに交流し馬鹿話を交わしま
すが、こういった関係を築けている
のは非常にありがたいことだと思い
ます。
　出身の神子原は富山県との県境付
近にある町です。毎年開催される秋
季例祭に参加していますが、自分の
子どものころと比べ人数が減ってお
り少し寂しい気もします。それでも
毎年、祭りは盛り上がり、小さな町
ではありますが力強さを感じていま
す。
　昨年、「関西羽咋会」の総会に初
めて出席させていただきました。関

西羽咋会は関西に住む羽咋市出身者
を募った集会で、会員同士の親睦を
図り、羽咋の発展に寄与することを
目的としているとのことです。当
日は40名以上の方が参加しており、
羽咋から遠く離れたこの地に、こん
なに多くの羽咋市出身者がいるのか
と驚きました。また、羽咋を離れた
人とのつながりを大切にする市の方
針にも感心させられました。

　離れた土地に暮らしていても、羽
咋が自分にとってのふるさとである
ことは変わりません。これからも地
元とのつながりを大切にしていきた
いと思います。

出口　誠
ま こ と

仁 さん(28歳）
（神子原町出身、
　大阪府淀川区在住）

complete my bike tour of the 
Noto Peninsula! Over 3 days 
I biked 330 km all around the 
coast. It was a great way to see 
the beautiful nature of Ishikawa!
Do you remember that I went 
to a potluck dinner with my 
Hakui friends a few months ago? 
Those friends and I got together 
again recently, but this time we 
cooked food together! We made 
Ethiopian food at the Hakui 
Community Center. I cooked 
the *injera* , which is a slightly 
sour fl atbread like a crepe. We 
made *doro wat* (a chicken 
stew with eggs) and a vegetable 
stew,which we put on top of the 
bread. In Ethiopian cuisine, it is 
customary to eat the bread and 
stew with your hands! I missed 
this food a lot. It’s delicious, so 
please try it if you can!
Until next time!

Happy June, Hakui!
Summer is coming at last! Did 
you have a good Golden Week? 
I hope you were able to take 
some time off  to relax and 
enjoy the good weather. As for 
me, I was able to successfully 

羽咋公民館でエチオピア料理に
挑戦しましたよ！
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自分が培ってきた経験を生かすこと
ができるのではないか」と奮い立っ
たそうです。その日から新屋さんの
夢は“地域商社がプロデュースした
商品が市場で大ヒットすること”に
変わりました。その夢は、外からお
金が集まり、地域の生産者が豊かに
なることにつながっています。　
　地域商社機能の推進は、道の駅の
と千里浜を販売拠点とするプロジェ
クトでもあり、現在、新屋さんは道
の駅で軒下販売を行ってくれる生産
者を探し、奔走する毎日です。
　ゴールデンウイークには最大14店
舗が並んだ道の駅の軒下販売。しか
し、大型連休のみならず、定期的に
軒下販売を行ってもらうには、集客
力のある商品を販売する必要がある
など、生産者にとっていくつかハー
ドルがあります。そのハードルを乗

　市が、平成30年度の重点施策に掲
げた“地域商社機能の推進”。地域商
社機能とは、地域に眠る魅力ある産
品の新たな販路を開拓し、その生産
者に収益と市場の生の声を伝える好
循環を生み出すことで、“地域全体の
稼ぐ力”につなげることをいいます。
その重要な役割を担うことになった、
新屋星治さん（H30. ２月採用）と岡
田常一さん（H30. ４月採用）の２人
を今月号と来月号で紹介させていた
だきます。
　フィットネスインストラクターと
しての職歴を持ち、今年１月までバ
スの長距離運転手の仕事をしていた
新屋さん。市が地域商社機能を推進
するという新たな挑戦を行い、その
中心的な役割を担う人材を募集して
いることを知り、「羽咋市をもっと豊
かにするため、未知の分野であるが、

　

七
ななこしやま

輿山古墳
～藤岡が誇る古代東国の遺産～

　群馬県は古代に多くの古墳が築
造されたことで有名です。その中
でも藤岡市は現在も数々の古墳が
残されており、特に大きな古墳の
１つに「七輿山古墳」があります。
七輿山古墳は６世紀前半に造られ
た前方後円墳で、６世紀代の古墳
としては県内のみならず東日本で
も最大級の規模を誇ります。
　これまでに４回にわたる確認調
査により古墳の外側の構造はある
程度分かっていましたが、国指定

史跡であることなどの理
由で内部構造を知ること
ができませんでした。

　平成30年２月、市・早稲田大学・
群馬県立博物館による合同調査が
実施されました。調査には三次元
測量や地中レーダー探査などのデ
ジタル技術を用い、古墳
を壊すことなく内部を解
析。その結果、玄室（死
者を安置する部屋）につ
ながるとみられる横穴式
石室の入口の存在が確認
されました。さらに古墳
の全長はこれまで判明し

り越え、生産者とともに羽咋の魅力
を発信していくことが新屋さんの目
下の課題です。しかし、それは新屋
さんの夢にもつながっている大切な
仕事。
　地域商社は、数年後には市から独
立して運営する予定であり、新屋さ
んは「今年で50歳。転職して不安が
ないと言ったら嘘になりますが、こ
の仕事を通じて、生まれ育った羽咋
市に恩返しをしたいと考えています。
この４カ月で生産者の方々と新しい
パイプも築くことができ、一歩一歩
前に進んでいると実感しています」
と力強く話してくれました。

※7月号では、岡田常一さんを紹介
させていただきます。

夢は「プロデュース商品の大ヒット」

ていたものよりも大きい150mを
超える規模で、６世紀代の古墳と
しては国内２番目の大きさとなる
可能性があることも判明しました。
　今回の調査により、群馬の歴史、
更には日本の古代史研究のさらな
る進展が期待されます。

新屋　星治さん(49歳、次場町)
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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

6/1 ㈮ 10:00～
15:00 特設人権相談 　 101会議室 市民窓口課

  2 ㈯ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館 図書館

  3 ㈰ 9:00～ 初夏を彩る文化祭（3日、7日～10日） コスモアイル羽咋
ほか 生涯学習課

  4 ㈪ 8:30～
10:00 市民健診 千里浜公民館 健康福祉課

   10:00～ 市議会　定例会本会議
（開会・提案理由説明など） 　 市議会議場 議会事務局

13:00～
14:00 女性がん検診 千里浜公民館 健康福祉課

  5 ㈫ 8:30～
10:00 市民健診 一ノ宮公民館 健康福祉課

14:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  6 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

12:45～ ３歳児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  7 ㈭ 10:00～
11:30 栄養・運動教室 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

 10 ㈰ 12:00～ 第46回羽咋市こども相撲大会 唐戸山相撲場 生涯学習課

 12 ㈫ 8:30～
10:00 市民健診 越路野公民館 健康福祉課

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

 13 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

13:30～ 市議会　予算常任委員会 　 市議会議場 議会事務局

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

 14 ㈭ 8:30～
10:00 市民健診 邑知柔道館 健康福祉課

13:00～
14:00 女性がん検診 邑知柔道館 健康福祉課

13:30～ 市議会　総務民生常任委員会 　 市議会
第１委員会室 議会事務局

 15 ㈮ 13:30～ 市議会　産業文教常任委員会 　 市議会
第１委員会室 議会事務局

 16 ㈯ 8:30～
10:30 折口信夫　碑めぐりウォーキング 気多大社駐車場出発 生涯学習課

13:30～
15:00

羽咋市少年少女発明クラブ
「空気砲で遊ぼう」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

14:00～
15:30

子ども映画上映会
｢ドッグス！/オジーの大冒険（約90分）」 コスモアイル羽咋 図書館

６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。

市３日㈰
　いけの整形外科
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町 ☎22-5652
　【小児】志賀クリニック
　志賀町高浜町 ☎32-5307

１０日㈰
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町 ☎26-0210
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

１７日㈰
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　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

２４日㈰
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　ひよりクリニック(内科･外科）
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

市

市

歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ

　６月11日㈪～30日㈯の期間中、
臨時休館します(企画展準備のため)。
問　歴史民俗資料館(☎22-5998）

工事の発注状況
（１千万円以上）４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。

おわびと訂正
「広報はくい５月号」で一部内容
に誤りがありましたので、おわび
して以下のとおり訂正いたします。
P2 “のとしし団”の問い合わせ先
誤  ☎22-2944 → 正  ☎26-2944
問　秘書室・広報広聴係
　　（☎22-0771）

市

市

市
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 17 ㈰ 9:30～
12:00 第20回歯と口の健康フェア 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

9:30～ 千里浜ちびっこ駅伝 千里浜なぎさ
ドライブウェイ 市観光協会

 18 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 19 ㈫ 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

 20 ㈬ 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） 　 203会議室 市民窓口課

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

 21 ㈭ 8:30～
10:00 市民健診 鹿島路公民館 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

13:00～
15:00 無料法律相談（要予約：４人まで） 　 101会議室 市民窓口課

 24 ㈰ 8:00～
10:00 市民健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

9:00～ 10％のプレミアム付き‶ＵＦＯ商品券"販売 市商工会 市商工会

 26 ㈫ 13:00～ ４カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 27 ㈬ 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

10:00～ すくすく相談 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

19:00～
20:30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 29 ㈮ 8:30～
10:00 市民健診 富永公民館 健康福祉課

13:00～
14:00 女性がん検診 富永公民館 健康福祉課

7/1 ㈰ 10:00～ 市制施行60周年記念式典
（9:40～ アトラクション） コスモアイル羽咋 総務課

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「ホタル観賞会」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

かつて石動山の修験者が行っ
ていたとされる荒行を彷彿と
させる水行などを通じて、無
病息災を祈願します。
日時　７月５日㈭　10:00～  
場所　不動滝（井田）
内容　滝壺法要、水行体験、護摩法要
参加費　衣装・クリーニング代：500円
問　不動滝を護る会（☎0767-76-1422）

おいしいそうめん作りを通して婚活をしま
す。手作りを楽しみ、おいしさを味わいなが
ら、新たな出会いを探してみませんか？
日時　７月８日㈰　10:30～13:00
場所　さくらドーム21　クッキングルーム
対象　男性・女性（25～45歳くらい）
持ち物　エプロン、タオル（調理しやすい服装で）
参加費　500円　申込締切日　6月12日㈫
　・問　健康福祉課(☎0767-28-5526)

不動滝　滝開き

祭りの國能登の賑い　
第22回　能登よさこい祭り

日時　６月９日㈯・10日㈰
　　　9:00～17:00(10日は16:30まで）
場所　志賀町文化ホール（高浜町）
内容　文芸作品・手工芸品・陶芸品などの
展示、式典、ステージアトラクション
問　志賀町文化協会（☎0767-32-9350）

初夏の文化祭

一糸乱れぬ踊り子たちの演舞。圧巻のパ
フォーマンスをご覧ください。
日時　６月８日㈮～10日㈰
場所　和倉温泉街
　
問　和倉温泉観光協会（☎0767-62-1555）

市

日時　６月17日㈰　9:30～　
場所　千里浜なぎさドライブウェイ

千里浜ちびっこ駅伝
～小学生ランナーが砂浜を駆ける～

問　千里浜ちびっこ駅伝実行委員会（市観光協会内）（☎22-5333）

能登よさこい祭り 検索 ⬆

申

市

市

市

市

　市内約230の飲食店、建設業者などで利用できる「ＵＦＯ商品券」
のプレミアム版を発売します。
発売日時　６月24日㈰　9:00～
１冊1,000円券11枚つづり（11,000円分：価格は10,000円）で、
一人50,000円分まで購入できます
（3,000冊限定でなくなり次第終了）。
発売場所　　羽咋市商工会館　１階
問　市商工会（☎22-1393）

10％のプレミアム付き“ＵＦＯ商品券”
６月24日
限定販売
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編 集 後 記
■妙成寺について、市の名所でありながら、その魅力
や歴史を伝えることができる人は少ないのではないか
と思います｡そこで､今月の特集(2～7㌻)は､より多く
の方々に妙成寺について知っていただくとともに､現在、
どんな調査が行われ､どんな発見があったのかをテーマ

　羽咋市は昭和33年７月１日に市制を施行し、今
年市制施行60周年の節目を迎えます。
　この60年の間、本市は市民の皆さんの深い愛情
と、多大なるご協力に支えられながら成長してきま
した。
　人間の一生に例えれば「還暦」の節目にあたり、
再び生まれた年の干支(えと)に還ることとなります。
　市では、これまでの歩みを振り返り、豊かな自然
や歴史、伝統文化を守り作り上げてきた先人たちの
功績に敬意と謝意を表するとともに、その成果を将
来へと継承していきたいと考えています。
　市民の皆さんと一緒にこの慶事を祝うとともに、
本年を未来に向けた新たな出発点とし、新しいまち
づくりへのさらなる飛躍の年とするため記念の式典
を開催します。

記念式典のご案内
１ 日時　７月１日㈰　午前10時～
２ 場所　コスモアイル羽咋　大ホール
３ 日程　午前 ９時40分　アトラクション
　　　　  午前10時00分　開式
　　　　　　　　　　　　　　（市表彰、功労者表彰など）

記念事業のご紹介（６月開催分）
●千里浜砂像2018 
期間　５月下旬～11月末　場所　千里浜レストハウス前
●第20回　歯と口の健康フェア（13㌻参照）　
●初夏を彩る文化祭（市文化協会発行“文化の薫”参照）
期間　６月３日㈰、７日㈭～10日㈰
場所　コスモアイル羽咋 ほか
●千里浜ちびっこ駅伝（31㌻参照）　

協賛事業協賛事業
募集中募集中！！
協賛事業
募集中！！

～みんなで祝おう！ 60周年～～みんなで祝おう！ 60周年～
１ 協賛事業の特典
　協賛事業として認定された事業は、事業名称
などに「羽咋市市制施行60周年記念協賛事業」
と併記することとし、市はホームページなどで
事業のＰＲを行います。また、特に記念して開
催する事業などについては、規程に基づき事業
費の２分の１以内で、助成金を交付します（助
成限度額５万円）。

２ 申込資格
　60周年記念事業の趣旨に賛同する市内の各
種団体および企業

３ 対象事業
　市制施行60周年を祝い、平成30年４月１日
から平成30年12月31日までに実施し、多くの
市民が参加でき、広く羽咋市を内外に発信でき
る事業

４ 申込方法・申込期日
　申請書などを直接または郵送で提出してくだ
さい（申請書は、市ホームページ、市総務課で
入手できます）。
　申込期日は事業実施の２カ月前。ただし、特
別な理由がある場合はこの限りではありません。

５ 提出先・問い合わせ
〒925-8501　羽咋市旭町ア200番地　羽咋市総務
部総務課(市制施行60周年記念行事計画委員会)
☎22-7161、FAX 22-7135

協賛認定事業

１ 名称　羽咋市制60周年記念「市民ラジオ体操会」
２ 内容　ＮＨＫテレビ体操の講師の指導により、市
民の正しいラジオ体操の習得を目指します。（参加無料）
３ 実施団体　旭町ラジオ体操会
４ 開催日時　７月15日㈰　午前７時～８時
５ 開催場所　羽咋市立羽咋小学校グラウンド
　　　　　　　（雨天時は同体育館）

としました｡市文化財室の担当者は｢そもそも国の重要文
化財を10棟も有すること自体が貴重｣と話します｡身近
にあるため､その価値が当たり前になっているのかもし
れません｡特集をご覧いただき､妙成寺のすばらしさを再
確認していただくきっかけとなれば幸いです｡（見附）


