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問い合わせ　市環境安全課・地域防災係
　　　　　　（☎22-7176）

逃げ遅れ
ゼロへ！

4 警戒レベル  　で全員避難！

水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります
　昨年、西日本で発生した豪雨災害では、あらゆる気象情報や避難情報が
数多く出されたことにより、重要な情報や避難するタイミングが分からず、
逃げ遅れによる被災があったことから、伝達方式が「警戒レベル」の発令
に変更されました。

警戒
レベル １ ２ ３ ４ ５

取るべき
行動

心構えを
高める

避難行動
の確認

避難に時間を
要する人は避難

速やかに安全
な場所へ避難

既に災害が発
生。命を守る
ために最善の
行動を

発表者 気象庁などが発表 市が避難に関する情報を発令

防災気象
情報

(気象庁など
が発表)　　

レベル１
・早期注意情報

レベル２
・大雨注意報
・洪水注意報
・高潮注意報
・氾濫注意情報

など

レベル３相当
・大雨警報
・洪水警報
・高潮注意報
・氾濫警戒情報

など

レベル４相当
・土砂災害警戒情報
・高潮特別警報
・高潮警報
・氾濫危険情報

など

レベル５相当
・大雨特別警報
・氾濫発生情報

など

（参考）内閣府ホームページ
「避難勧告等に関するガイドラインの改定」

避難準備・高齢
者等避難開始

避難勧告・避
難指示(緊急)

警戒レベル３で、高齢者など避難に時間がかかる人は避難！

　レベルは５段階表示され、数字が大きくなるほど危険度が高くなります。
　「警戒レベル３」で避難に時間がかかる人が、「警戒レベル４」で全員が
避難することになります。

　市が警戒レベル３や警戒レベル４を発令した地域の人は、速やかに避難
してください。

　気象庁などが発表する防災気象情報に関わらず、市は、現地の状況やさ
まざまな情報をもとに避難情報を発令するかを判断します。
　市からの避難情報が出ていなくても、気象庁などからの情報も「自らの
命は自らが守る」ための情報として、避難行動の判断材料としてください。
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髙田　きよ さん（大川町）
　５月20日に100歳の誕生日を迎えた髙田さん。山辺市長が「健
康で元気に過ごせることが一番の財産。これからもお元気で過ごし
てください」と声を掛けると、「本当にありがとうございます」と
感謝の気持ちを伝えました。
　髙田さんは、「好き嫌いなくなんでも食べるのが大事。おかげで
悪いところもなく、元気に過ごせている」と話してくれました。

100歳おめでとうございます！

栄えある叙勲受章 おめでとうございます

　34年余りの長きにわたり
保護司として罪を犯した人
や非行に走った人たちの立
ち直りの援助や助言を行い、
現在も活動を継続。「保護
司の先輩や同僚のおかげで
今日がある。関係する皆さ
んに感謝したい」と述べら
れました。

瑞宝双光章

櫻井　哲夫 さん
（70歳、寺家町）

　市職員を32年、市議会議
員を３年、市長職を４年務
め、市の財政再建などに尽
力。「市の財政が厳しい折、
市民の皆さんに多大な協力
をいただいたおかげで乗り
越えられたと思う。感謝し
たい」と述べられました。

旭日双光章

橋中　義憲 さん
（70歳、柳田町）

　38年の長きにわたり、警
察官として、交通・捜査な
どに尽力し、珠洲市の不動
寺駐在所勤務を最後に退職。
「家族や地域の皆さんのお
かげで、ここまで来られた
と思う。感謝したい」と述
べられました。

瑞宝単光章

丹羽　進 さん
（71歳、千路町）

渡邉　美代 さん（吉崎町）
　５月29日に100歳を迎えた渡邉さん。県外に住むご家族も集ま
り、お祝いされていました。山辺市長が「ご自分で、きちんと身の
回りのことをされておられるのはすばらしい。これからもお元気で
過ごしてください」と伝えると、渡邉さんは、「地域の皆さんに支
えられ、元気に過ごしています。家族もみな集まってくれ、とても
うれしいです」と答えてくれました。

ご家族から祝福を受ける髙田さん

ご家族から祝福を受ける渡邉さん
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“ゆーりんピック”美術展で金賞

空手道選手権全国大会へ決意

株式会社イー・トライアドが、企業進出を表明

堀田隆𠮷さん（旭町）が喜びの報告

羽咋の道場から３人が全国行きの切符を手に

ことし８月に稼働開始予定

　５月21日、高齢者の健康づくりと生きがいづくりの高揚を目的
とした交流大会“ゆーりんピック”美術展で金賞に選ばれた堀田さ
んが山辺市長を訪問し、受賞を報告しました。
　受賞した作品は、自身が中国を訪れた際に撮影した洞庭湖を「夕
ぐれの洞庭湖」と題し水墨画で描いたもので、11月に和歌山県で
開催される全国大会“ねんりんピック”に出品されます。
　堀田さんは「気力、精神力、熱意を持って挑戦すれば、報いられ
るのかと思う」と話してくれました。

　富山市で開催された第24回グランドチャンピオン全日
本少年少女空手道選手権大会選考試合の各クラスで優勝し
た、極真会館 浜井派 石川県支部 羽咋・桝田道場に所属す
る３人が、５月23日、師範代の桝田鉄夫さんとともに市
役所を訪れ、山辺市長に意気込みを語りました。
　全国大会への切符を手にしたのは、小学６年男子の部で
優勝した浜名凌希くん（鹿島路町）、小学４年男子の部で
優勝した池田瑛都くん（鶴多町）、小学２年女子の部で優
勝した金曽梨子さん（宝達志水町）。
　３人は、６月22日に大阪市で開催の第24回グランドチャ

ンピオン全日本少年少女空手道選手権大会への出場を控え、「全日本でも優勝したい」「練習の成果を生
かして勝ちたい」「全国大会は何度か出たことがあるが、練習をしっかりして、次こそは優勝したい」など、
一人ひとりが山辺市長に全国大会での健闘を誓いました。

　スマートフォンなどのインターネット端末をベースとした情報サ
イトやインターネット販売サイトなどの企画・開発・運営を行う株
式会社イー・トライアドが、太田町にＡＩデータセンターを新設す
ることになりました。
　５月28日に同社の山辺英洋社長が市役所を訪れ「AIデータ分析
の需要増大に伴い、現在利用しているクラウド上のサーバ利用料負
担が大きくなってきたことから、システムを自社データセンターに
移すことによりコスト削減と生産性向上を図りたい」と山辺市長に
企業進出した理由を報告しました。
　山辺市長は「society5.0の時代において、AI、IoTなどが進む中、
このような情報関連の会社に来ていただけるのはありがたい」と感
謝しました。
　同社は６月から施設建設を始めており、8月に竣工・稼働開始を
予定しています。

受賞を報告した堀田さん（左）

左から順に金曽さん、池田くん、浜名くん

握手を交わす山辺社長（左）
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修学旅行で英語・プログラミング学習

海外派遣事業に先立ち講演

健康寿命の延伸に向けて

邑知中学校生徒が生きた英語を体験

シアトル在住のあゆみルークさんが講演

産官学による共同研究等の活動に関する報告会

　４月26日、修学旅行で東京を訪れた邑知中３年生の28人が、
英語学習施設“東京グローバルゲートウェイ”で、英語での買
い物やプログラミング学習を体験しました。
　同施設内にはカフェや本屋などさまざまなシチュエーション
が設定されており、店員役の外国人エージェントと英語での買
い物をロールプレイできるようになっています。
　また、プログラミング学習では、全て英語で、自動ドアの開
閉についてのシステム作りを体験しました。

　５月28日、羽咋中と邑知中で、来年夏に実施される中学生の
海外派遣事業に先立ち、1、2年生を対象に講演会が行われました。
講師は、滝谷町出身でアメリカ・シアトルに在住しながらホーム
ステイの受け入れ事業を行っているあゆみルークさん。「シアト
ルへ行こう」と題し、自身の経験をもとに、「間違うことを恥ず
かしがらず、どんどん英語を使い、慣れていくべき」、「ホームス
テイはゲストではなく家族の一員として行くのだから、しっかり
家事手伝いを」、「現地で自分の住む国・地域のことを伝えられる
ように」など、英語習得やホームステイに行くにあたっての心が
まえを話しました。

　５月28日、羽咋市役所で、市総合戦略(がんばる羽咋創生総合
戦略)に掲げる重点施策について、本市と金沢大学、日本電気株
式会社(ＮＥＣ)が連携し、研究する活動の報告会を開催しました。
　報告会では、金沢大学の教授らと日本電気株式会社の社員らが、
市の医療介護の現状や、健康診断結果から見た将来の死亡リスク、
生活習慣病予防方法の検討などについて、客観的データをもとに
した分析・研究結果の報告を行いました。
　今後、市では、この研究成果を生かすとともに、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
観的で包括的なデータなどに基づく施策の立案、分析を行い、新
たな「羽咋創生」の取組みを模索していきます。

プログラミング学習を受ける生徒

講演に聴き入る羽咋中生徒ら

　当日を振り返り、長野紘昌さんは、「授業で習う英語とは違う、実際に使われている英語だったと思う。
エージェントの人が盛り上げてくれ、楽しみながら勢いで話せる環境だった。今後留学をしてみたいと
思った」と話し、畠山舞さんは、「英語があまり話せなくても、明るい雰囲気で不安なく会話できた。ジェ
スチャーでも意思疎通できることが分かったので、これから外国人観光客が困っていたら助けてあげた
い」と語ってくれました。

報告会の内容
1 羽咋市と金沢大学との連携プロジェ
クトについて

2 財政データからみる羽咋市の医療介護
3 みそ汁調査の報告
4 健康診断結果と将来の死亡リスク
5 非肥満者の生活習慣病予防方法の検
討～健診データの活用～

6 KDB（国保データベース）や介護ニー
ズ調査を活用した現状分析結果と
今後の展望について
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投票で　かならず届く　君の声

第25回参議院議員通常選挙第25回参議院議員通常選挙
投 票 日

投票時間

７月21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！

羽咋市で投票できる人
　平成13年７月22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。
　平成31年４月３日以前に転入届をされた人で、引き続き３カ月以上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｡ )

投票日に投票所へ行けない人 は、期日前投票ができます。
期 日 前 投 票 所 期間 時間

羽咋市役所１階　市民談話室 ７月５日㈮～
 ７月20日㈯

午前８時30分～
　午後８時まで

マックスバリュ羽咋店　店内｢憩いのひろば｣ ７月15日(月･祝) ～
 ７月20日㈯

午前10時～
　午後７時まで

２種類の投票があります。
選挙の種類 投　票　方　法

参議院議員通常選挙
選 挙 区 候補者名を記載

比例代表 候補者名または政党名のいずれかを記載

選挙公報は７月19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。
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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７月４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。

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７月17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 羽咋市役所 1階市民談話室※ 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 羽咋市立邑知公民館ホール※ 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

※第１投票区、第７投票区の投票所が変更になっていますので、
　ご注意ください。
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令和元年 第２回

市 議 会
定 例 会

説明に立つ山辺市長

　令和元年第２回羽咋市議会定例会は、６月10日から25日まで開
催され、市長提出議案６件、報告15件を上程し、審議されました。
　山辺市長は、６月10日、提出議案の説明に先立ち、元号改正に触れ、
新時代を迎えるにあたり、文化と自然環境を受け継ぎながら、一層
安全で安心できる暮らしの実現を目指す旨を伝えました。
　提案理由説明では、人口減少を抑制する羽咋創生に対する成果な
どを報告しました。　

第2期総合戦略の策定、
羽咋創生の充実･強化へ
　平成27年に第１期の「がん
ばる羽咋創生総合戦略」を策定
し、自然栽培をはじめとした農
業振興やイノシシを活用したジ
ビエ事業、道の駅のと千里浜に
おける雇用の創出や交流人口の
拡大、若い世代の結婚・出産・
子育てや教育への支援など、人
口減少・少子高齢化社会に対応
した地域経済の好循環と持続可
能なまちづくりの推進に取り組
んできました。
　総合戦略は５カ年計画で、本
年度が最終年度となることから、
「羽咋創生」の総仕上げとして、
各種事業の自立・自走を目指す
とともに、令和２年度をスター
トとする第２期総合戦略の策定
に取り組んでいきます。
　策定にあたっては、近年の人
口動態の分析や第１期総合戦略
の総点検を行うとともに、庁内
組織である「まち・ひと・しご
と創生本部会議」や市民代表も
含めた外部諮問機関の「羽咋市
まち・ひと・しごと創生総合戦
略会議」による意見集約を行っ
ていきます。
　また、金沢大学との共同研究

や市議会からのご提言、国の総
合戦略の方針なども踏まえ、来
年３月を目途に、第２期総合戦
略を策定する方針です。
　なお、羽咋創生事業について
は、地方公共団体が行う先駆的
な取り組みに対して国が積極的
に支援する「地方創生推進交付
金」などの財政支援制度を活用
することとしており、去る３月
31日、地域商社機能推進事業
など３事業が全て本年度事業と
して採択されたところです。

道の駅、最終決算で
約500万円の黒字
　一昨年の７月７日にオープン
した道の駅のと千里浜は、昨年
度の一年間で、レジ通過者が
27万人超、予算では３億円と
見込んでいた売上が、決算額で
約３億4,100万円、最終損益と
して約500万円の黒字となりま
した。

　今後も、地域産品の発信拠点
や安定雇用の場となるよう取組
を継続し、今期の売上目標とし
て３億7,000万円を目指してい
きます。

地域商社機能の拡充と
物流拠点の整備
　地域商社では、昨年度、担
当職員２人を採用し、商品開発、
催事の企画、道の駅の軒下で
の出店などを行い、機能拡充を
図ってきました。
　昨年12月から販売を開始し
たレトルト商品の「のとししカ
レー」は、これまでに約4,000
食を販売し、また、今年のＧＷ
には、約７万5,000人の方に道
の駅のと千里浜にお越しいただ
きました。地域商社担当職員が
企画した、焼き芋やイノシシの
串焼きの軒下販売をはじめ、多
くのブースが出店するとともに、
千里浜砂像協会による「令和砂
像」の設置などにより、多くの
来場者に喜んでいただけたと感
じています。
　今年度は、これまでに蓄積し
たノウハウやデータを活用し、
地域商社機能の一層の拡充に取
り組むとともに、加工品開発や
ふるさと納税、卸販売・外商の
拠点として、「はくい地域産業
センター」を活用した物流拠点
の整備を進めていきます。

プレミアム付商品券の
発行を計画
　今年10月予定の消費税率の引
上げに伴い、消費や景気に与え
る影響を緩和し、消費を喚起・

５月28日に開催した、金沢大学、
関係企業と市の共同研究報告会

ＧＷも大にぎわいとなった
道の駅「のと千里浜」 　　
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【上程された主な議案】
〈市長提出分〉
◆令和元年度羽咋市一般会計補正予算(第１号)

◆羽咋市森林環境譲与税基金条例の制定につ
いて

◆羽咋市介護保険条例の一部改正について

※質問内容や市
長はじめ執行部
からの答弁内容
は、近く発行さ
れる『市議会だ
より』をご覧く
ださい。

第２回羽咋市議会定例会

下支えする目的で、国の制度に
よる「プレミアム付商品券発行
事業」を計画しています。
　この事業は、住民税非課税の
人や小さな乳幼児のいる子育て
世帯向けにプレミアム付商品券
を販売し、市内の店舗での利用
を促すもので、地域における消
費の活性化や子育て支援を推進
していくものです。
　例年、市が独自で行っている
「地域商品券発行事業」につい
ては、今年度も、商工会が発行
するＵＦＯ商品券に対し、プレ
ミアム分を市が補助します。

株式会社イー・トライ
アドが羽咋市へ進出
　同社は金沢市に本社がある、
スマートフォンなどの情報端末
をベースに情報サイトなどを中
心に企画・開発・運営を行って
いる会社です。
　投資額は約6,000万円、従業
員数は６人を見込んでおり、本
年８月に太田町で操業開始予定
です。
　今後も、企業の誘致や事業の
拡張支援について、積極的に取
り組んでいきます。

住民主体の支えあいの
取り組み
　昨年度、「地域で支えあうま
ちづくり」を考える懇談会を４
地区で実施し、これまでに３地
区で「生活支援協議体」が発足
しました。
　協議体では、住民の皆さんが
主体となって、高齢者の生活の
支援や、助け合いの体制づくり
について話し合いを重ねていま
す。
　他の地区でも、今後、懇談
会を開催して、支えあいによる
地域づくりへの理解を広めてい
き、それぞれの活動に対する継
続した支援を行いながらコミュ

ニティの活性化につなげていき
ます。
　また、地域の皆さまのご協力
により、住民主体の介護予防活
動が各地で開催されています。
　今後も、地域の介護予防活動
の運営や拠点整備について積極
的に支援を行います。

寺家遺跡の保存活用方針
　寺家遺跡は、古代の気多大社
の様子の一端を伝える重要遺跡
であり、その歴史的価値の調査
研究を続けてきました。
　平成24年１月に国の史跡指定
を受け、平成29年度から保存と
活用のために、のと里山海道か
ら海側の「第１期環境整備区」
約1.9㌶の公有地化の推進と、
整備基本計画の策定に取り組ん
できました。
　地元の公民館長や学校関係
者の方々にも参加いただき、専
門有識者の意見や国、県、庁内
関係課の調整などを行いながら、
本年３月末に整備基本計画を策
定しました。
　計画では、史跡の南側をメ
インエントランスとし、①遺跡
学習ゾーン、②砂丘の丘ゾーン、
③体験・交流ゾーン、④祭祀体
感ゾーンの４つの区域整備と活
用を基本コンセプトとしていま
す。
　今後、公有地化が完了次第、
発掘調査や地質モニタリング調
査を実施し、その後整備工事に
着手したいと考えています。

国道415号の整備促進
　現在、神子原町から富山県境
までの延長3.3㌖区間における
道路整備の事業化に向けて、５
月27日に神子原地区と氷見市の
論田・熊無地区の住民が主体と
なる「国道415号羽咋神子原・
氷見熊無区間整備促進期成同盟
会」が設立されました。
　市としても、地域の皆さまと
ともに、国道415号の羽咋・氷
見区間全線の早期整備に向けて
積極的に取り組んでいきます。

クマ出没の対応について
　５月28日に発生したクマ出
没への対応については、クマの
目撃が住宅地周辺であったため、
市民の安全確保を第一とし、対
応マニュアルに基づき緊急対応
を行いました。
　市民の皆さまに情報を速やか
に提供するため、市内の保育施
設、小中高等学校、福祉施設な
どに電話連絡を行い、車両によ
る広報のほか、安全安心メール
や防災行政無線を活用して、広
く情報の周知に努めました。
　また、警察、消防、捕獲隊な
どと連携し、監視パトロールを
行うとともに追い払いなども実
施しました。
　今後も、大型鳥獣の出没対応
については、関係機関との連携
を強化し、市民の皆さまの安全
確保に努めていきます。



10　広報はくい No.805 2019年７月

　

　

令和元年度 羽咋市職員採用候補者試験

令和元年度 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

１ 職種、採用予定人数など

職　種 予定
人数 受　　験　　資　　格

一般事務 ３人程度 平成元年４月２日
以降に生まれた人 学歴は問いませんが、大卒程度の学力を有する人

職　種 予定
人数 受　　験　　資　　格

消防士 ６人
①平成２年４月２日以降に生まれた人で性別不問
②高等学校卒業程度の学力を有し、消防業務に必要な体力及び健康を有する人

２ 採用年月日　令和２年４月１日

３ 試験日、会場
　◆１次試験　教養試験、適性検査、小論文
　　期日：９月15日㈰　　会場：羽咋市役所
　（詳細は、受験者宛てに８月下旬に通知します）
　◆２次試験　集団討論、個人面接（予定）
　 １次試験合格者に通知(10月中旬～11月上旬)

４ １次試験受験に必要な書類
　⑴受験申込書　
　　用紙は６月28日㈮から、総務課（市役所３階）
で交付。郵便での請求も可能。

　⑵82円切手　２枚
　⑶写真（正面向き上半身、縦４㌢、横３㌢のもの）

２ 採用年月日　令和２年４月１日

３ 試験日、会場　１次試験：９月22日㈰
　　　　　　　　　　会場：羽咋市内（申込締切後、受験者あてに通知）

４ 受付期間　７月16日㈫～８月30日㈮

５ 申込書交付場所　羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課、
　　　　　　　　　　  消防本部、市市民窓口課、宝達志水町・志賀町の各総務課
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（URL：http://www.hakuikouiki.jp/）。

５ 書類の提出期限
　⑴６月28日㈮から７月31日㈬までに、総務課
人事係へ提出。この期間中の土日、祝日を除
き、毎日午前８時30分～午後５時15分受付

　⑵郵送の場合、７月31日付の消印有効
※試験案内や申込書は、６月28日㈮から市ホー
ムページ（http://www.city.hakui.lg.jp）か
らもダウンロードできます。

６ 書類請求・交付・問い合わせ
　〒925-8501　石川県羽咋市旭町ア200番地
　市総務課・人事係
　(☎22-7161、
　FAX22-7135）

　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　　☎22-6610
　　　　　　　　　　　　　　　　　 消防本部警防課　☎22-0089
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令和元年度 公立羽咋病院職員採用候補者試験
１ 職種、採用予定人数など

２ 採用年月日　
　 令和２年４月１日

３ 試験日、会場
　 １次試験：８月 ４日㈰予定
　 ２次試験：８月24日㈯予定
　 会場：公立羽咋病院　

４ 受付期間
　 ７月１日㈪～26日㈮　
　 郵送必着
　※持参の場合は・・・
　　平日：午前８時30分～午後５時15分まで
　　第２・第４土曜日：午前８時30分～
　　　　　　　　　　　午後０時30分まで
　　公立羽咋病院２階総務課で受け付けます。

５ 受験申込書の配布
　 ⑴ 申込書データを出力する場合、公立羽咋

病院ホームページからダウンロードして
ください。

　 ⑵ 直接窓口で受け取る場合、公立羽咋病院
　　　２階総務課で交付します。
　 ⑶ 郵送で請求する場合、封筒の表に「職員

採用試験申込書請求」と朱書きし、120
円切手を貼った返信先明記の返信用封筒
（角形２号）を同封の上、請求してくだ
さい。

　問い合わせ、申込み先　公立羽咋病院　総務課(☎22-3307)
　　　　　　　　　　　　〒925-8502 石川県羽咋市的場町松崎24番地    URL：https://www.hakuihp.jp/

職　種 予定
人数 受　　験　　資　　格

診療放射線
技師

１人

①昭和55年４月２日以降に生まれた人
（令和２年４月１日現在40歳未満）
②診療放射線技師免許を有する人、または令和２年４月末までに取得見込
みの人

管理栄養士 １人

①昭和45年４月２日以降に生まれた人
（令和２年４月１日現在50歳未満）
②管理栄養士免許を有する人、または令和２年４月末までに取得見込みの
人

看護師 ２人
①昭和45年４月２日以降に生まれた人
（令和２年４月１日現在50歳未満）
②看護師免許を有する人、または令和２年４月末までに取得見込みの人
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介護予防サポーター養成講座

申込み・問い合わせ　市社会福祉協議会（☎22-6231）

　住民主体の支え合いが必要となるこれからの時代、
地域活動に関心のある方、自分自身の生きがいづくり
や健康維持に関心がある方、どうぞ気軽に参加してく
ださい。また、すでに地域サロンや住民主体の介護予
防活動でご活躍されているみなさん、今の機会にぜひ
介護予防サポーター養成講座を受けてみませんか？

１ 持 ち 物　筆記用具
２ 参 加 費　無料　
３ 募集期限　Ａ日程  ７月18日㈭
　 　　　　　Ｂ日程 11月21日㈭
※動きやすい服装でお越しください。

Ａ日程 Ｂ日程 内容

第１回
７月22日㈪
13:30～16:30

羽咋すこやかセンター

11月25日㈪
13:30～16:30

羽咋すこやかセンター

・市の現状と介護予防サポーターの
役割
・羽咋はつらつ体操の講義・実技

第２回
７月24日㈬
13:30～16:30

羽咋市老人福祉センター

11月27日㈬
13:30～16:30

羽咋市老人福祉センター

・高齢者の特性
・高齢者との接し方と傾聴について

※A日程、B日程を組み合わせての受講も可能です。また、第３回として、体験研修も予定しています。
※講座終了後、市が認定した介護予防サポーターとして登録することができます。

‶認知症になっても安心して暮らせるまちはくい"を目指して
１　地域で支える認知症講演会
　認知症についての理解を深め、地域で自分たちにもできることを一緒に考えてみませんか？
日　時：７月６日㈯　午後１時30分～３時15分
場　所：コスモアイル羽咋　小ホール
対　象：どなたでも
内　容：第１部　基調講演　「自分のこととして考えよう　～認知症にもやさしい地域づくり～」
　　　　　　　　講師　　　社会福祉法人鶴寿会　サンライフたきの里　中野裕紀 氏
　　　　第２部　羽咋市内の認知症支援の取り組み報告
※認知症キャラバンメイトによる寸劇や相談ブースも設けています。
※参加費無料、申し込み不要

２　認知症サポーター養成講座を開催しませんか？
　認知症は誰でもなり得る脳の病気です。周りの人が認知症を理解し接し方を学ぶことで、いつまでも住
み慣れた地域で暮らしていくことができます。
　講座では「認知症の理解について」「認知症の人への接し方」「社会資源について」などを分かりやすく
説明します。地域の仲間や職場、町内会や老人会など、10人以上の団体であれば、「認知症サポーター養
成講座」を開催し、講師を無料で派遣します。日時や場所についてはご都合を考慮しますので、気軽にご
連絡ください。

問い合わせ　市地域包括ケア推進室（☎22-0202）

◆認知症サポーターとは…
　　認知症について正しい知識を持ち、自分のできる範囲でお手伝いをする「応援者」です。



No.805 2019年７月 広報はくい　13

　

家族介護用品購入助成券(介護クーポン券)を支給

問い合わせ　市地域包括ケア推進室・介護高齢者係（☎22-5314）

　自宅で介護をしている家族の負担を減らすために、おむつ用品等を購入できる介護クーポン券を支給
します。

１　対象者　要介護３～５の認定を受けている高
齢者を自宅で介護している家族
　※施設入所および入院されている場合は対象に
なりません。

２　助成内容　市内11店舗、市外１店舗で利用
できる介護クーポン券を、世帯の課税状況に応
じて支給
　・市民税課税世帯の方…月額3,000円分
　・市民税非課税世帯の方…月額5,000円分

３　対象用品　紙おむつ・尿取りパッド・使い捨
て手袋・清拭剤・嚥下（飲み込む）補助食品・
介護用防水シーツ・介護用口腔ケア用品
４　申請開始日　７月１日㈪
５　留意点　４月～６月分、７月～翌３月分と年
２回に分けて交付しており、今回の申請でお渡
しするクーポン券は、７月～翌３月分です。　
ただし、申請日の属する月分からの交付となり
ます。

3　認知症相談窓口をご利用ください！
　下記の施設に「まちの認知症相談員」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による認知症の理解や接し方を普及・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 相談員の所属施設 施設の住所 電話番号
田多　文弥 唐戸山ホーム 南中央町キ154-13 22-2828
森川　みなこ たきのーほーむ風和里 千里浜町ソ3番地3 22-3366
井表　芳美 看護小規模多機能あわらんち 粟原町イ110番地 22-0107
桝田　一美 ケアホームわたぼうし 福水町ろ33-1 26-8201
北出　由美子 たきのーほーむ福の神 四柳町つ17番地 26-8022
平澤　美津子 ケアほーむはくい楓の家 寺家町テ48-1 23-4853

　「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」など心配なことがありまし
たら、気軽にご相談ください。
　また、市内には８カ所の認知症カフェがあります。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場所です。専門職の職員が相談に応じます。

名称 場所 開催日 問い合せ先
寺子屋カフェ大町 長善寺

大町ソ93
毎月第３水曜日
10:00～11:30

ぐるーぷほーむ福の神
☎26-8088

寺子屋カフェ酒井町 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 寺家会館
寺家町621

毎月第４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 福水会館またはグループホー
ムわたぼうし

毎月第３月曜日
10:00～11:30

ケアホームわたぼうし
☎26-8201

あわらんちカフェ 看護小規模多機能あわらんち
粟原町イ110

毎月第４木曜日
14:00～15:30

看護小規模多機能あわらんち
☎22-0107
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いつまでも元気で過ごせるように、通いの場に参加してみませんか？

通いの場や訪問活動の立ち上げの相談や、補助金に関するお問い合わせ
市地域包括ケア推進室　羽咋市役所１階８番窓口（平日８時30分～17時15分）　☎22-0202

　市内各地には通いの場があります。体操を中心にしているところ、談話を楽しんでいるところ、頭の
体操や趣味や簡単な工作をしているところなど、それぞれに工夫して取り組まれています。
　参加を希望される人は、市地域包括ケア推進室までお問い合わせください。

＜住民主体の介護予防活動を紹介します＞

【支えあいの家まとば】
　毎週火曜日の午前中、的場町会館にて行われていま
す。体操や講師を招いての講話、手芸など毎回楽しく
過ごしています。また、年に数回、保育園児と交流し、
歌や踊り、ゲームを一緒に楽しみ、癒しと元気をもらっ
ています。眉丈園の支援を受け、お世話をされている
人も企画・準備・運営をいきいきとされています。

【土橋町健康体操会】
　地域でいつまでも元気で仲良く過ごすことを目指し
て今年の２月から始まりました。第２金曜日は指導員
による筋トレ、第４金曜日はサロンとして土橋町会館
で開催しています。筋トレでは、元気な掛け声に合わ
せ楽しく体を動かしています。代表の武田さんは、「人
と交わりながら土橋町で共に過ごせる幸せを感じても
らいたい」と願っているとのことです。

～あなたの地域でも通いの場を作りませんか。ご相談に乗ります。市地域包括ケア推進室まで～

住民主体の介護予防活動に対する補助金のお知らせ
　町会、自治会、地区協議会、自主グループなどが実施している高齢者に対する、介護予防の通いの場
や、簡単な家事など訪問における活動の補助金を交付しています。
○補助の要件　　要支援認定者や虚弱高齢者を対象とすること
○補助対象期間　令和２年３月31日までの間に実施する取り組みが対象
○補助金額

申請内容 補助額 補助対象経費

⑴開設費補助 500,000円/1施設あたり
所要費用の1/2補助
施設のバリアフリー改修、備品購入費
※備品購入費50,000円上限

⑵通いの場活動費補助 ①15,000円/月額 利用者　15人まで 週１回以上、３年以上の
開催計画があること②17,000円/月額 利用者　16人以上

⑶訪問活動費補助 事務費として、月15,000円
活動費として、１回200円

事務費は､ 需用費､ 役務費､ 使用料及び賃貸料
活動費は１回（約30分）あたり単価×回数

○募集期限　令和元年12月27日㈮まで
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介護保険料が軽減されます

問い合わせ　市地域包括ケア推進室・介護高齢者係（☎22-5314）

　消費税率の引上げによる財源を活用し、低所得者の保険料軽減を拡充するため、第１～第３段階の保
険料が改定されました。下記のとおり介護保険料が軽減されます。

令和元年度の介護保険料（第１号被保険者）  【基準額：5,900円(月額）、70,800円(年額）】

所得段階 対象となる人 保険料の調整率 保険料（年額）

第１段階
○生活保護受給の人
○老齢福祉年金※1受給の人で世帯全員が市民税非課税の人
○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税
対象年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額×0.45
↓

基準額×0.375

31,800円
↓

26,500円

第２段階 ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対
象年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.75
↓

基準額×0.625

53,100円
↓

44,200円

第３段階 ○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対
象年金収入額の合計が120万円を超える人

基準額×0.75
↓

基準額×0.725

53,100円
↓

51,300円

第４段階
○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年
金収入額の合計が80万円以下でかつ世帯に市民税課税者
がいる人

基準額×0.9 63,700円

第５段階
○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年
金収入額の合計が80万円を超え、かつ世帯に市民税課税
者がいる人

基準額×1.0 70,800円

第６段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満
の人 基準額×1.2 84,900円

第７段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上
200万円未満の人 基準額×1.3 92,000円

第８段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上
300万円未満の人 基準額×1.5 106,200円

第９段階 ○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上
の人 基準額×1.7 120,300円

※1　老齢福祉年金　明治44(1911)年４月１日以前に生まれた人、または大正５(1916)年４月１日以前に生まれ
た人で一定の要件を満たしている人が受けている年金です。

※2　合計所得金額　収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した
金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

　介護保険料決定通知書について
　令和元年度の介護保険料決定通知書を７月中旬に送付します。
　ハガキで決定通知が届いた人は、年金からの天引きもしくは口座振替となっています。金額のご確認
をお願いします。特別徴収（年金から天引き）の人は、８月の保険料が増加（または減少）しますが、
これは各期別の保険料を平準化するためのものです。
　封書で届いた人は、同封の納付書により各納期限までに納めてください。
　低所得で資産の少ない世帯の人や、災害や失業などで資産や所得が減少し、保険料の納付が困難な人
には、保険料の徴収猶予や減免制度がありますので、地域包括ケア推進室（市役所1階）までご相談く
ださい。
※保険料の納め忘れにご注意ください。
　介護保険料の滞納が続くと、利用者負担の割合が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受
けられなくなったりする場合があります。保険料は忘れずに納めましょう。
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国民年金保険料の納付が困難なときは

保険料免除制度をご利用ください。

お手続き・お問合せ　市市民窓口課・国保年金医療係　⑤番窓口（☎22-7194）

　保険料を未納のまま放置すると、延滞金が課されるだけでなく、財産を差押えられることがあります。
また、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない
場合があります。
　経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・
猶予される「保険料免除制度」があります。希望される方は、国民年金担当窓口にて申請手続きをして
ください。

所 得 の 少 な い 人 は 50 歳 未 満 の 人 は 学 生 の 人 は

保険料免除制度
（全額免除・一部免除）

納付猶予制度 学生納付特例制度

所得に応じた４段階の免除制度
50歳未満の方が利用できる
制度

在学期間中の保険料を社会人にな
ってから納めることができる制度

失業などにより所得(収入)が少なく、
保険料の納付が困難なときは、

就職が困難などにより
保険料の納付が困難なときは、

学生本人の所得が
118万円以下の場合は、

市の国民年金担当窓口に申請し、年金事務所で前年所得などを審査して、承認を受けると

保険料の全額、４分の３、半額、
４分の１が免除されます。
ただし、申請者・申請者の配偶者・
世帯主の前年所得が定められた
基準以下であることなどが要件

その期間の保険料の納付が
猶予されます。
ただし、申請者・申請者の
配偶者の前年所得が定めら
れた基準以下であることな
どが要件

その期間の保険料の納付が
猶予されます。
●対象となる学校は
大学、大学院、短大、高等学校、
高等専門学校、専修学校、各種学
校

■退職(失業)による特例免除
　免除の承認は、「申請者」・「申請者の配偶者」・「世帯主」の所得を基準に審査されますが、現在、失
業等により収入がない場合は、特例として本人所得を除外して審査を受けることができます。失業して
いることが確認できる公的な書類の写し（雇用保険受給資格者証、離職票など）を持参のうえ、国民年
金担当窓口まで申請してください。
■免除申請が承認された場合の納付月額（令和元年度の場合）※免除をしない場合の保険料は月額16,410円。

制度 全額免除 一部免除 納付猶予 学生納付
特　　例４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

納付額 なし 4,100円 8,210円 12,310円 なし なし
所得審査対象者 本人・配偶者・世帯主 本人・配偶者 本人
年金を受け取る
ための資格期間 受給資格期間に入ります

老齢基礎年金の
計算では

承認期間の２分の1
が算入されます

承認期間の８分の５
が算入されます

承認期間の８分の６
が算入されます

承認期間の８分の７
が算入されます

（10年以内に納付しない場合）
年金額に算入されません

保険料の追納 10年以内なら、さかのぼって納付することができます。
（一定期間を経過している場合は、当時の保険料に加算がつきます。）

■ご注意ください
・免除される期間は､ ７月から翌年の６月までです｡ 申請は毎年必要ですが､ 全額免除･納付猶予につい
ては､ 申請時のご希望により翌年度以降も継続して審査ができ､ 毎年の申請書の提出が省略できます。
・所得により審査を行いますので、所得の申告などが済んでいることが必要です。
・一部納付の場合は、納め忘れがあると、未納期間扱いとなりますのでご注意ください。
・令和元年７月に申請する場合は、平成29年６月から令和元年６月分までの期間（過去２年１カ月
分）についても申請することができます。
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後期高齢者医療制度に加入されている皆さまへ

羽咋市国民健康保険加入者の皆さまへ

問い合わせ　石川県後期高齢者医療広域連合（☎076-223-0140）　　　　　　　
  市市民窓口課・国保年金医療係 ④番窓口（☎22-7194）

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

（1）新しい保険証をご自宅へ郵送します。
　現在お持ちの保険証は、有効期限が平成31年７月31日となっています。
　７月下旬までに新しい保険証をお届けしますので、８月１日以降は新しい保険証（オレンジ色）をお
使いください。
　【ご注意いただくこと】
　①新しい保険証は簡易書留にて郵送します。郵便配達員から手渡しで受け取ってください。８月にな
っても届かない場合は、市市民窓口課・国保年金医療係へご連絡ください。

　②保険証に記載されている一部負担金をご確認ください。前年中の所得に応じて３割負担または１割
負担となります。

　③現在お持ちの保険証は、８月１日以降使用できませんので、ご自身で破棄してください。
（2）該当の人には「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額認定証」を同封します。
　申請により、住民税非課税世帯に該当する人には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、また、
現役並み所得（負担割合３割）の人で住民税課税所得が690万円未満の人には、「限度額適用認定証」
を発行しています。毎年８月１日で更新となりますので、現在、これらの認定証をお持ちで、令和元年
度も引き続き認定要件に該当する人には、新しい限度額認定証を保険証とともに郵送します。

　現在お使いの国民健康保険被保険者証（被保険者証）は、７月31日で有効期限が切れます。
　新しい被保険者証は７月下旬に簡易書留で各世帯主宛に郵送するため、お手元に届くまで時間がかか
る場合があります。８月になっても、新しい被保険者証がお手元に届かない場合は、市市民窓口課へご
連絡ください。

1. 後期高齢者医療被保険者証(保険証)は毎年８月１日に更新されます。

７月は被保険者証の更新時期です

　保険料は、前年中の所得をもとに決定し、７月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。

2. 令和元年度の保険料額決定通知書を郵送します。

　70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方には、被保険者証と高齢受給者証が１つになった
「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。なお、高齢受給者証に記載される自己負担の割合
は前年中の所得に応じて２割または３割となります。
　※古い被保険者証及び高齢受給者証は、ご自身で破棄してくださいますようお願いします。
　　（市に返却する必要はありません。）

ご留意
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達成者を表彰します

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内）☎22-1115

～80歳以上で自分の歯が20本以上ある健康な人は歯科医院にぜひ申込みを～
　80歳以上で自分の歯が20本以上残っている健康な人を、8020達成者として11月10日に開催される
石川県歯科医師会主催の県民公開講座にて「8020推進財団」が表彰いたします。
　対象と思われる人は、羽咋郡市内の歯科医院で、8020達成を確認する歯科検診を受けていただき、
申請してください。
　※8020を確認する歯科検診は、無料で受けることができます。予約が必要な場合もありますので、
事前に歯科医院に連絡をしてください。
　なお、応募多数の場合は表彰者を選考させていただく場合がありますので、ご了承願います。

１　対象　次の⑴～⑶の全てに該当すること　
　⑴羽咋郡市にお住まいの人　
　⑵満80歳以上で自分の歯を20本以上お持ちの人（治療済みの歯も含む）
　⑶表彰式当日 （11月10日） にご出席可能な方（ご自身で表彰状受領ができる人）
２　受付期間　７月10日㈬～９月10日㈫まで
３　申込み先と検診場所　羽咋郡市内の各歯科医院
４　表彰式　11月10日㈰　羽咋すこやかセンター
　県歯科医師会主催の県民公開講座で8020推進財団が、8020財団理事長賞として表彰します。

風しんの抗体検査・予防接種を実施します
　風しんの感染拡大に対応するため、これまで風しんの公的予防接種を受ける機会がなかった男性を
対象に、風しんの抗体検査と予防接種を実施します。
　抗体検査や予防接種を受けるために必要なクーポン券を市が発行し、対象の方に交付します。

1　対象　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性
2　クーポン券の交付
　⑴昭和47年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性（今年度のクーポン券交付対象者）
　　令和元年６月下旬に郵送しています。
　⑵昭和37年４月２日から昭和47年４月１日生まれの男性
　　令和２年３月以降に郵送予定です。
　　※詳細については、下記までお問い合せください。
3　費用　対象者は、クーポン券を利用することにより、抗体検査・予防接種ともに無料です。　　　
4　注意事項
　⑴予防接種は、抗体検査の結果、抗体価が規定値以下の人のみが対象となります。
　⑵受診の際にクーポン券がないと、抗体検査や予防接種を受けることはできません。
5　実施医療機関など　クーポン券に同封の、郡市内の実施医療機関一覧をご確認ください。郡市外の
実施機関などについては、厚生労働省ホームページ「風しんの追加的対策」をご確認いただくか、下記
までお問い合わせください。

る人）
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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
で、自分の気持ちを伝え、お互いの気持ちを理解
して、家族のふれあいを深めましょう。
１　内　容　家族で作った２つの句（初句・返句）

を一組とします。
２　テーマ　「家族のふれあい」

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
伝えて、家族のふれあいを深めましょう。
１ 内　容　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
17音の句を詠みます。

２ テーマ　「家族のふれあい」

例句（平成30年度羽咋市入選作品より）
初句「思いやり　ある子に育って　ありがとう」　母
返句「思いやり　家族から来た　贈り物」　小５男　

例句（平成30年度子育て標語集より）
「つないだ手 暑い夏でも はなさずに」母

３　対　象　市内在住の小学校３～６年生、中学
生、高校生とその保護者

４　応募締切　９月２日㈪まで
５　その他　入選作品は、市文化祭に展示すると

ともに、作品集に掲載予定です。

３　対　象　乳幼児の保護者など
４　応募締切　９月２日㈪まで
５　その他　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
市教育委員会内・市家庭教育推進協議会（☎22-9331）
　　　　　　　　市少年育成センター

思いを
伝える

　 　

成人式実行委員を募集 2019年度巡回ラジオ体操・
みんなの体操会参加者募集

みんなの手で成人式を盛り上げよう！
　羽咋市では昭和49年から実行委員会を組織
して成人式を行っています。
　伝統ある成人式に新しいエネルギー・発想を
取り込むため、令和２年成人式実行委員を募集
します。
対象者　
①平成11年４月２日～
　平成12年４月１日までに生まれた人
②有志として、成人式の企画・運営に
　携わっていただける人

　ＮＨＫラジオで生放送されます。ぜひご参加
ください！
日時　８月６日㈫
　開場：午前５:30～
　開会式：６:00～
　リハーサル：６:10～
　ラジオ体操：６:30～６:40
　(ＮＨＫラジオで生放送)
場所　羽咋中学校グラウンド
　　　(雨天時：羽咋中学校体育館　
　　　 ※内履用ズックを持参ください。)　　
駐車場　羽咋中学校駐車場が狭いため、
　　　　市役所・警察署・モンベルの駐車場を
　　　　ご利用ください。

※熱中症対策のため、飲料水などをお持ちください。

問い合わせ　市生涯学習課（☎22-9331）
問い合わせ　市生涯学習課・スポーツ推進係

（☎22-3312）
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みんなで省エネ・節電アクションプランにチャレンジ！
－地球環境のことを考え、一人ひとりができることから－
　７月１日㈪～９月30日㈪の取組強化期間中、省エネ・節電の取組をはじめとする地球温暖化防止の
取組にチャレンジしてみませんか？

問い合わせ　石川県環境部温暖化・里山対策室（☎076-225-1462）
市環境安全課（☎22-7137）　　　　　　

　省エネ・節電は、地球温暖化のもとになる二酸化炭素を増やさないための環境にやさしい活動です。
「省エネ・節電アクションプラン」は、ご家庭で楽しく気軽に環境保全活動に取り組むためのしく
みである「いしかわ家庭版環境ＩＳＯ」を、省エネ・節電の効果が高まるように充実強化したプラ
ンです。
　一人ひとりができることからはじめてみませんか。めざせエコファミリー！

取組シートの取得方法　　　　
　学校、企業、団体等を通じて県内世帯へ配布するほか、市環境安全課、石川県環境部温暖化・里山対
策室の窓口での配布、県のホームページからダウンロードできます。
　※詳しい内容は、県のホームページをご覧ください。
　（「石川県　節電アクションプラン」で検索）

提出先
　取組シートを受け取った学校や企業、団体または市環境安全課

省エネ・節電アクションプランに取組まれたご家庭には、
協賛企業で使用できる商品券などを抽選でプレゼントします！！

問い合わせ　若者サポートステーション石川（☎076-235-3060）

いしかわ若者サポートステーション出張相談会開催

　仕事をしていない人で「働きたいけど、どうすればいいか分からない」「対人関係、コミュニケーショ
ンが苦手で不安」「ブランクがあり仕事をすることに不安」など様々な悩みを抱えている人（15歳から
39歳)とその家族を対象に、月１回出張相談会を開催します。お気軽にご連絡ください。

【開催日】
７月16日㈫、９月17日㈫、11月19日㈫、１月21日㈫、３月17日㈫
【時間（場所）】
10時30分～14時（ハローワーク羽咋）
14時20分～17時（羽咋市役所　１階101会議室　※７月16日㈫のみ、羽咋市役所 ２階203会議室）
☆事前予約制
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県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）
～参加者募集！～

日時　７月10日㈬　午前11時～（約１分間）
　地震による人的被害の多くが、揺
れによる家具などの倒壊や落下物に
よる負傷といわれています。
　「県民一斉防災訓練（シェイクア
ウトいしかわ）」は、大地震が発生
した際に、各自がどう行動したらよ
いかをあらかじめ考えたり、地震の
揺れから自分の身を守るため、「しゃ
がむ、隠れる、じっとする」といっ
た「安全行動」をとったりする訓練
です。この訓練への参加を通じて、
今一度、「地震への備え」について、
考えてみましょう。

【参加・訓練の流れ】
①県ホームページ（「シェイクアウトいしかわ」で検索）から
参加登録してください。（無料）
②訓練当日は、県から送信される訓練開始の合図のメールなど
に合わせて、「安全行動」を約１分間実施してください。
※詳細は県ホームページをご覧ください。

問い合わせ

県危機対策課
（☎076‒225‒1488）
市環境安全課
（☎22‒7176）

シェイクアウトいしかわ 検索 ⬆
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問い合わせ　羽咋消防署・予防係（☎22-0089）

羽咋消防署からの羽咋消防署からの重要な重要なお知らせ！お知らせ！
重大な消防法令違反のある建物の名称等を

ホームページで公表します（違反対象物の公表制度）

ルールを守って楽しいがん具用花火

　建物を安心して利用していただくため、重大な消防法令違反のある建物の情報を羽咋郡市広域圏
事務組合消防本部のホームページで公表します。

　夏は花火のシーズンですが、取扱いの不注意から毎年全国で火災が発生しています。
火災や火傷などの事故が起こらないように十分注意し、楽しい夏の思い出にしましょう。
花火使用時のポイント
　1　気象条件を考え、風の強いときは花火をしない
　2　燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ 
　3　子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ
　4　説明書をよく読み、注意事項を必ず守る
　5　水バケツを用意し、遊び終わった花火は必ず水につける

開始時期　　　　　　　
　令和２年４月１日　　
公表する内容
・建物の名称　・建物の所在地
・公表の対象となる違反の内容など
公表の対象となる違反
　消防法令で設置が義務付けられている屋
内消火栓、スプリンクラーまたは自動火災
報知設備のいずれかが設置されていないも
の。または設置されていても機能が喪失し
ているもの。

公表までの流れ
立入検査の実施

立入検査結果の通知

建物の所有者等に
公表をする旨を通知

公　表

問い合わせ　石川県健康福祉部健康推進課（☎0767-225-1436）

蚊
か

媒
ばいかい

介感
かんせん

染症
しょう

にご注意を
　デング熱やジカ熱は、ウイルスをもった蚊を介して感染します。蚊が発生しやすい場所や、デング
熱やジカ熱の流行地に渡航する際には、蚊に刺されないように注意しましょう。
＜予防のポイント＞
・長袖シャツ、長ズボンなどを着用し、肌の露出を避けましょう。
・素足やサンダル履きはできるだけ避けましょう。
・必要に応じて虫よけ剤などを使用しましょう。
＜蚊を減らすポイント＞
蚊の幼虫（ボウフラ）は、雨水マスや植木鉢の受け皿、古タイヤなど比較的少量の水たまりに発生しま
すので、水たまりができないように注意しましょう。
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　夏は外出の機会が増えますので、車で外出の際は
車上ねらいに注意しましょう。身近な場所やわずか
な時間でも被害は発生します。防犯対策を万全にし
て犯罪を未然に防ぎましょう。

必ずエンジンを切って鍵をかける…短時間でも鍵を
かけましょう。エンジンをかけっぱなしだと車自体
が盗まれる可能性もあります。
車内を空にする…車外から荷物が見えないようにで
きるだけ車内の荷物は持ち出しましょう。
盗難防止機器を活用する…イモビライザやセンサー
式警報装置など、盗難防止機器をつけると一段と防
犯効果は高まります。

　　　

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

羽咋警察署・羽咋郡市防犯連合会からの
お知らせ～車上ねらいに気をつけましょう～

広　告　欄

　

　

問い合わせ　羽咋消防署・救急係（☎22-0089）

問い合わせ　羽咋消防署・救助係（☎22-0089）

熱中症を予防しよう！

防ごう海の水難事故

　熱中症とは、室温や気温が高い屋外での作業や運動により、
体内のバランスが崩れ、様々な症状をおこす病気です。

こんな日は熱中症に注意！ 熱中症予防ポイント 熱中症になったときの処置

・気温が高い　・湿度が高い ・こまめに水分・適度に塩分を補給する
・室内の温度を適度に下げる
・作業中はこまめに休憩する
・冷却グッズを身に付ける
・日傘、帽子を使用する
・服装の工夫(涼しい服装)をする

涼しい場所へ移動させる（室内であっ
ても熱中症になる可能性がある）
　　　　　　　↓
衣服を脱がせて、身体を冷やす
　　　　　　　↓
水分・塩分を補給する

熱中症の症状

・めまい、立ちくらみ
・大量発汗、頭痛
・吐気、虚脱感
・倦怠感、高い体温
・意識消失
・痙

けいれん

攣発作

具合が悪くなったらすぐに対処しよう。意識があっても、
症状が改善しない場合はすぐ救急車を要請しましょう。

車を駐車するとき注意するポイント

　海水浴シーズンが始まります。毎年、７～８月の
海水浴シーズンに水難事故が発生しています。昨年
は羽咋市内でも発生していますので海水浴を楽しむ
ために次のことを注意しましょう。

海(海水浴)における注意事項
１　天候悪化が予想される場合、中止する。
２　遊泳禁止の場所では泳がない。
３　飲酒後の遊泳はやめる。
４　子どもから目を離さない。
５　海に入る前に入念に準備運動をする。
６　もし、流された場合、潮の流れに逆らわず流れ

に対して横に泳いで逃げましょう。
７　事前に近隣の病院を確認しておく。
８　溺れてしまったら「浮いて待て！」。
　　慌てず浮かんで助けを待ちましょう。

水難事故を見かけたら１１９番通報！！
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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）

日時　７月６日㈯～７日㈰　
場所　神子の里
内容　神子原米純米大吟醸酒「神子
-Son of God-」解禁、購入金額1,000
円ごとにコーヒーやソフトクリーム
と交換できるコインプレゼント！
問　神子の里（☎26-3580）

日時　７月15日(月･祝) 
　　　14:00～（10分前開場）
作品　『レゴ・ニンジャゴー・
　　　 ザ・ムービー』（102分）
場所　コスモアイル羽咋
　　　（小ホール）
入場料　無料　申込み　不要

　アポロ11号月面着陸50周年を記
念し、モデルロケット講座を開催し
ます。超小型のロケットを手作りし
て、打ち上げてみませんか？
　モデルロケットは、打ち上げに火
薬エンジンを使用します。およそ時
速180㎞で、高度100～200mま
で飛翔します。
　自分の手で作り上げたロケットが、
大空を翔ぶ―この感動を、ご自身の
手で味わってみませんか？
定員　20人（親子参加可）
日時　７月20日㈯　13:00～
場所　コスモアイル小ホール、芝生広場
参加費　500円
　・問　コスモアイル羽咋
（☎22‒9888　Fax22‒1947）　

１ 古文書講座
　途中参加も可能ですので、気軽に
お申込みください。
(1)「やさしい古文書講座」
　羽咋関連の古文書を解読します。
日時　７月６日㈯ 10:00～11:30
講師　中越 幸子 氏
(2)「古文書が語る羽咋の歴史」
　古文書からわかる当時の羽咋につ
いてお話しします。
日時　７月14日㈰、21日㈰　
　　　10:00～11:30
講師　西部 作 氏
いずれも定員20人、資料代200円

２　れきみんむかしがたり
　夏の夜のひととき、むかしがたり
とミニコンサートを楽しみませんか。
日時　７月19日㈮ 18:30～19:30
料金　無料

３　弥生土器づくり
　粘土をこねて土器づくりを体験し
ます。作った土器は、８月24日㈯
開催の弥生まつり2019で野焼きを
行い完成させます。
日時　７月27日㈯ 9:00～11:30
料金　無料
定員　20人

４　夏季企画展
日程　７月20日㈯～９月８日㈰

問　歴史民俗資料館（☎22-5998)

広　告　欄

日時　７月６日㈯　9:00～
場所　リサイクルセンター（滝谷町）
定員　20人　　参加費　1,000円
持ち物　エプロン、三角巾、はし
内容　料理をとおして、ごみを出さ
ない工夫やごみの分別の仕方を学び
ます。
講師　室谷　加代子さん
申込期間　６月26日㈬～７月５日㈮

日時　７月13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　７月３日㈬～12日㈮

エコクッキング教室

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室

歴史民俗資料館のイベント

モデルロケット講座

申

神子の里 創業感謝祭

図書館の映画上映会



No.805 2019年７月 広報はくい　25

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

広　告　欄

木梨・米田法律事務所
〒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　米 田 弘 幸

　しめ縄専用田で刈り取った稲わら
で縁起物の“亀”を作りましょう。
日時　７月26日㈮　13:30～　
場所　歴史民俗資料館　研修室
参加費　200円（当日、徴収します）
持ち物　はさみ、完成品を入れる袋
対象者　一般の方　定員　15人
服装　汚れてもよい服装
※７月20日㈯までに申込みください。までに申込みください。
問・　　邑知公民館（☎26-0027）公民館（☎26-0027）

　NHK-BSプレミアムで放送予定の
「にっぽん縦断こころ旅」が、９月
23日に富山県からスタートします。
皆さんからのお手紙で旅ルートを決
定するため、市内の「忘れられない
場所、風景」にまつわる手紙を募集
しています。
応募期限　７月25日㈭必着
応募内容　住所、氏名、電話番号、
性別、年齢、思い出の場所、風景に
まつわるエピソード
応募方法
・番組ホームページ
　http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
・FAX　03-3465-1327
・郵送 〒150-8001　NHK｢こころ旅｣係
石川県の放送予定
９月30日㈪～10月４日㈮
問　NHKふれあいセンター
　　（☎0570-066-066）

邑知長寿会「わら細工教室」

にっぽん縦断こころ旅お手紙募集

白山登山参加者を募集
　レベルに合った登り方をします。挑戦してみたい人は一緒に行きましょう！
日時　８月２日㈮～３日㈯　　集合場所　羽咋体育館
出発　午前４:30～（10分前集合）　定員　20人
参加費　 大人:13,400円、子ども:11,400円
（室堂宿泊料･食事･弁当･保険料･ガイド･交通費等込）
※事前説明会に出席できることが参加条件です。
　詳しくは、バモスはくいホームページをご覧ください。
問　バモスはくい（☎･FAX 23-4660）
　　http://www.vamos-hakui.com

自衛官などを募集

募集種目 資格 受付期間
①一般曹候補生 18歳以上33歳未満

の男女 　７月 １日㈪
～９月 ６日㈮②自衛官候補生※

③航空学生

高卒（見込含）
21歳未満の男女

④防衛大学校学生
　（推薦） 　９月 ５日㈭

～９月 ９日㈪⑤防衛大学校学生
　（総合選抜）
⑥防衛大学校学生
　（一般）前期

　９月 ５日㈭
～９月30日㈪

⑦防衛医科大学校
　医学科学生
⑧防衛医科大学校
　看護学科学生
　（自衛官コース）

※自衛官候補生は、年間を通じて行っています。
　詳しくは、自衛隊石川地方協力本部七尾所までお問い合わせください。

問　自衛隊石川地方協力本部
　　七尾出張所
　　（☎0767-53-1691）
　　（FAX兼用）

または、お近くの
羽咋市自衛官募集相談員
菅池町　松本政文（☎26-1852）
大川町　福島則明（☎22-1083）
新保町　西　明彦（☎22-5076）

申
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●市役所の連絡先 地域整備課
・施設管理係　22-1119　・企業経理係　　　22-7133
・都市計画係　22-9645　・上下水道建設係　22-7193
・道路建設係　22-9645　・上下水道管理係　22-7193

総務課　　　　　22-7161
秘書室　　　　　22-0771
監査委員事務局　22-7167
選挙管理委員会　22-7191

学校教育課　　　22-7131
生涯学習課　　　22-9331
文化財室　　　　22-7158

広　告　欄

■人口　21,541人(－14人)
　□男性　10,203人( + １人)
　□女性　11,338人( －15人)
■世帯数　8,564世帯(+５世帯)
＊令和元年６月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【５月中の人口動態】
　□出生　　　      9人　
　□死亡　　　    19人
　□転入など　    44人
　□転出など　    48人

人口の動き

問・　　市商工観光課（☎22-1118）申

■市民リサイクル銀行７月分
譲ります

・大正琴（かばん付）
・和たんす
・リメイク用着物と帯
・座布団10枚

譲ってください
・炊飯器（3合炊き）
・芝刈り機

　福祉・介護の仕事をしたい人の求
職活動のお手伝いや、相談、情報提
供を行います。セミナーと個別相談、
いずれかの参加も可能です。
日時　７月16日㈫　
セミナー　10:00～10:45
個別相談　10:50～11:30
場所　ハローワーク羽咋２階会議室
申込　不要　
問　社会福祉法人石川県社会福祉協
議会（☎076-234-1151）

　放送大学では、2019年10月入学
の学生を募集しています。
　放送大学は、10代から90代の幅
広い世代の学生が、様々な目的で学
んでいます。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・情報・自然科学など、
約300の幅広い授業科目があり、１
科目から学ぶことができます。
出願期間　
第１回：８月31日㈯まで
第２回：９月20日㈮まで
※資料を無料提供していますので、
下記までご連絡ください。
問　放送大学石川学習センター
　　（☎076-246-4029）

日時　７月22日㈪、29日㈪　
　　　９:00～17:00（受付８:45～）
場所　羽咋勤労者総合福祉センター
受講料　33,500円
受講資格　県調理師試験の受験申込
　　　　　済の人
申込期間　７月20日㈯まで
問・　　石川県調理師会
羽咋支部　山田（☎080-2957-5550）

福祉・介護の仕事セミナー

調理師試験準備講習会 なぎさクリーン運動
日時　７月14日㈰　 ５:45集合、６:00開始（小雨決行）　
　　　※荒天の場合は中止します。
集合場所　千里浜レストハウス前、休暇村能登千里浜下海岸、一ノ宮鳥居下海岸、

柴垣漁業協同組合下海岸のうちで、自宅から近い場所
主唱団体　羽咋ロータリークラブ
協力　羽咋市建設業協会、羽咋市管工事協同組合
持ち物　軍手、熊手など
問　市生涯学習課（☎22‒9331）

放送大学10月生募集

申

サマージャンボ宝くじ発売
　この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われま
す。売上金は各都道府県の販売実績に応じて交付されるので、ぜひ県内の
宝くじ売り場でお買い求めください。

発売期間　７月２日㈫～８月２日㈮　　抽せん日　８月14日㈬
支払開始日　８月19日㈪　　　　　　  各１枚300円

サマージャンボ宝くじは、
1等・前後賞合わせて７億円！
１等 　   ５億円×20本
前後賞各 １億円×40本

※当せん本数は発売総額600億円・20ユニットの場合

サマージャンボミニは、
1等・前後賞合わせて5,000万円！
１等   　 3,000万円×40本
前後賞各 1,000万円×80本

※当せん本数は発売総額240億円・8ユニットの場合
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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
はくい市観光協会　　　22-5333
シルバー人材センター　22-2700
道の駅のと千里浜　　　22-3891

健康福祉課健康推進係
(羽咋すこやかセンター)
　　　　　　　　22-1115
歴史民俗資料館　22-5998

広　告　欄
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Ｇの時代を迎え、より一層邁進
　最近、新聞・テレビなどで“5G
(第５世代)”という表現がよく
出てきます。これは無線通信の
規格のことで、既存の衛星通信
と電波を共用して発する通信で
す。
　今までのサービスの変遷を
見ると、第１世代（1980年代）
は音声だったのが、第２世代
（1993年～）はメール・インター
ネット接続、第３世代（2001
年～）は音楽・ゲーム、第４世
代（2015年～）は動画、そし
て第５世代（2019年～）から

は高精細動画・ＩoＴ・ロボッ
ト・自動車の自動運転などの
サービスが可能になると言われ
ています。
　5Ｇでは、“超高速”“超大容
量”“超大量接続”“超低遅延”
が求められており、“質の向上”
が図られます。具体的には、①
災害時における避難住民の健康
状態の把握、②自動車の自動運
転への活用、③医療分野への活
用など可能性は多岐にわたりま
す。
　いよいよ令和の時代が本格的

に始まりましたが、行政として
も時代の変化をしっかり把握し、
新技術を活用した市民の福祉の
向上、ひいては市勢の発展に一
層努めていきたいと思っており
ます。よろしくお願いします。
 （６月５日）

羽咋市長　山辺芳宣

歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ

　7/1㈪～7/19㈮の期間中、
資料館は企画展準備作業のた
め臨時休館いたします。
　なお、臨時休館中に開催さ
れる古文書講座、れきみんむ
かしがたりはイベントの開催
時間および場所のみご利用い
ただけます。

下水道排水設備工事
責任技術者認定試験

日時　10月23日㈬　13:30～
場所　県地場産業振興センター
　　　（金沢市鞍月）
申込期間　７月22日㈪～８月２日㈮
問・　　市地域整備課（☎22-7133）申
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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
●３歳児健診(平成28年２月生)
　７月３日㈬　12：45～
●１歳６カ月児健診(平成29年12月生)
　７月４日㈭　12：45～
●４カ月児健診(平成31年３月生)
　７月30日㈫　13：00～

※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　７月３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」
　 講師：陰本　景子さん
　※要予約10組

☆育児相談　７月10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。

☆お誕生会　７月17日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　７月24日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：西北台保育所

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
７月 １日㈪ 七夕かざりをつくろう！ 邑知保育園

２日㈫ スタンプ遊びを楽しもう こすもす保育園
４日㈭ 風船で遊ぼう！ 千里浜保育所
５日㈮ 保育園の七夕の集いに参加しよう とき保育園
５日㈮ 星になってあそぼう 羽咋白百合幼稚園
９日㈫ ★乳幼児の応急手当 こすもす保育園
10日㈬ はちゃめちゃ！どろんこあそび②　 羽咋幼稚園

（♪汚れてもいいお洋服、タオルがいります。）
12日㈮ お魚つりごっこをしよう 羽咋白百合幼稚園
16日㈫ 夏野菜を使ってピザ作りをしよう こすもす保育園

　 　　　　　　　　※要予約　10名
　17日㈬ ミニプールで遊ぼう 西北台保育所
17日㈬ はちゃめちゃ！どろんこあそび③ 羽咋幼稚園

　 （♪汚れてもいいお洋服、タオルがいります。）
18日㈭ プール遊び 千里浜保育所
22日㈪ 水遊び　だ・い・す・き　 邑知保育園
23日㈫ しゃぼん玉をとばそう こすもす保育園
24日㈬ 大きくなったかな？(身体測定) 羽咋幼稚園
26日㈮ 水あそびを楽しもう とき保育園
30日㈫ 水遊びをしよう こすもす保育園
31日㈬ ミニプールで遊ぼう　 西北台保育所
31日㈬ みんなでみずあそび①！！スイカわりをしよう！ 羽咋幼稚園

（水着、タオルがいります。）　

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　平日：午後１時～６時　土曜日：午前10時～午後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
 ７月  　 １日㈪～６日㈯　　　   七夕かざり作り
　　　　 ４日㈭　午前10 時 ベビー知育教室　　　　　　定員10人　無料　要申込み
　　　★20日㈯　午後２ 時 グラウンドゴルフクラブ
　　　　20日㈯　午後３ 時 お茶クラブ　講師 辻森 正美さん
　　　★27日㈯　午後2時～3時30分 芝生広場で水遊び　　　　　持ち物：水着、タオル

こすもす保育園親子育児講座

７月９日㈫　午前10時～11時
「乳幼児の応急手当」 
講師：羽咋消防署 さん
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新着図書のご案内

トリニティ(窪美澄)いも殿さ
ま(土橋章宏)戦神(赤神諒)帝
国ホテル建築物語(植松三十
里)人類最年長(島田雅彦)ボダ
子(赤松利市) 検事の信義(柚月
裕子) シーソーモンスター(伊
坂幸太郎)ディオゲネス変奏曲

(陳浩基) 苦しかったときの話
をしようか(森岡毅)台湾物語
(新井一二三)すごい副業(金川
顕教)根っこと翼(末盛千枝子)
あなたも明日は裁判員!?(飯考
行)家族終了(酒井順子)海のど
うぶつが可愛すぎて!(まつお
るか) 猫と藤田嗣治(内呂博之)
愛と別れ 夫婦短歌(内田康夫)

い~じ~大波小波(乃波木) 作
り直し屋(廣嶋玲子)楽しすぎ
る科学実験•観察(青野裕幸) 
ヘンで奇妙な昆虫図鑑(丸山
宗利)食べて始まる食卓のホネ
探検(盛口満)竜之介先生、走
る!(片野ゆか) マンガでよく

わかる少年剣道(榎本松雄)も
うモヤモヤしない!気もちの伝
え方(名越康文)イネという不
思議な植物(稲垣栄洋)詩を書
くってどんなこと?(若松英輔)
かめくんのさんぽ(なかのひろ
たか)イワシ(大片忠明)まほう
のさんぽみち(ロビン•ショー)
せんせい(大場牧夫)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■７月の休館日
　 2日㈫･9日㈫･16日㈫･23日㈫
　30日㈫
　 ※毎週火曜日が休館日です。
　(火曜日が祝祭日の場合はその翌日）

■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
毎日の健康管理 すごいぞ！日本の鉄道

「検査結果なんでも早わかり事典」
小橋　隆一郎/著　　主婦の友社

「まよなかのせんろ」
鎌田　歩/著　　アリス館

　健康診断を受けると、病気を早期に
発見できるだけではなく、病気の芽を
見つける事ができます。最近では病気
になりやすい素因や体質などを調べて
予防できるようになってきました。こ
の本で各検査の注意点などを確認し、
健康診断を受けてみましょう。

　毎日たくさんの人を乗せて走る電車。
それを支えているレールを点検する車
両があります。「マルチプルタイタン
パー」といいます。真夜中に線路のゆ
がみを直しながら走ります。どんな作
業なのでしょう。線路を守る「マルチ
プルタイタンパー」の絵本です。

一般向け 子ども・ティーン向け

■わくわくおはなし会(4歳～小学校低学年)
日時　７月６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　７月22日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

おはなし会（語り）
日時　７月28日㈰　午後２時～３時
場所　コスモアイル羽咋（茶室）
対象　幼児～大人
おはなしグループ「語りの会・はくい」が「わ
らとすみとそら豆」などの昔話を語ります。

夏休み工作教室「“液体”万華鏡をつくろう！」
日時　７月24日㈬　午後２時～４時
場所　コスモアイル羽咋・小ホール
材料費　200円　　　定員　15人
対象　どなたでも
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離れて気づいた羽咋の魅力
　私は、高校まで羽咋で育ち、大学
進学で上京、そのまま東京で就職、
結婚し、今は神奈川県に住みながら
OLをしています。現在は２人目を妊
娠し、里帰りで羽咋に戻っています。
　羽咋にいたころは、何もない田舎
だと思っていて、早く都会に行きた
いと思っていました。
　羽咋を離れて16年経ちますが、産
休中の今、毎日羽咋の町を散歩しな
がら、以前は見つけられなかった羽
咋の魅力を日々発見しています。
　まずは、千里浜の海！初夏の空を
映しキラキラしていて、観光バスが
砂浜を通るたびに「たくさんの人が
観光に来ているのだな」とうれしく
なります。
　コスモアイル羽咋では、以前はい

なかった、ゆるキャラ（？）のサンダー
君が観光客と記念写真を撮っている
姿をみて、私が住んでいたころより
盛り上がっているなと感じます。
　また、国宝を目指している妙成寺
を恥ずかしながら最近初めて訪れ
ましたが、とても素敵な場所で感動
しました。ぜひ国宝として登録され、
羽咋の知名度が上がればいいなと思
いました。
　そして、２年ほど前にできた道の
駅はとてもきれいで、美味しいジェ
ラートや、いのしし料理、そして地
元のお店の商品がおしゃれにディス
プレイされており、何か買って帰り
たいと思わせる素敵な空間でした。
　羽咋を離れたからこそ、俯

ふ

瞰
かん

して
地元を見ることができ、素敵な魅力

があるのだなと日々感じています。
　最近は、北陸新幹線が開業し、金
沢への観光客が増えているとニュー
スなどでよく耳にします。東京や神
奈川の知人にも、金沢に行ってみた
いとよく言われます。そんなときは、
「金沢は１日で観光できるから、翌日
は能登の方も観光してみて！羽咋は、
海岸を車で走れるし、素敵なお寺も
あって穴場だよー」とよく言ってい
ます。
　わずかではありますが、羽咋の発
展にご尽力されている方々の力にな
れればと思っております。
　これからも、羽咋の益々の盛り上
がりを遠くからではありますが、応
援しております！

三輪 眞希子 さん(33歳）

（大川町出身、
　神奈川県横浜市在住)

金沢城リレーマラソン2019

Hi, everyone! How are you?
In May I took part in the 
Kanazawa Castle Relay Marathon 
with a team from Hakui City 
Hall. As a team we ran 2km laps 
around the castle grounds until 
we fi nished 42km. We tried our 
best and did a great job. It was 
hot and tiring but also very fun 
because so many people came 
and took part. There were a 
mix of serious runners who were 
very fast, and people who were 
more relaxed, dressed in funny 
costumes, for example Roman 
soldiers, animals, and post 
boxes. I want to take part again 
next year.
Also, the end of July will be two 
years since I arrived in Japan. The 
time has gone by so fast. I have 
been able to see and do many 
new things and I am very grateful 
to everyone here who has helped 
me. Thank you so much!!

　こんにちは、皆さん、お元気ですか。
私は５月に、羽咋市役所の人たちと
金沢城リレーマラソンに参加してき
ました。
　金沢城公園内１周約２㎞のコース
を、チームで合計42.195㎞になるま
で走りました。私たちはベストを尽
くし、とても良い結果を出せました。
暑くて疲れましたが、多くの参加者
でにぎわっており、とても楽しかっ
たです。参加者の中にはとても速く
走る真剣なランナーや、古代ローマ
の兵士、動物、郵便ポストなど面白
いコスプレをしたランナーが混在し
ていました。来年も参加したいです。
　また、７月末で私が日本に来てか
ら２年になります。時間が過ぎるの
はとても早いものです。これまで私
はいろんなものを見て、体験するこ
とができました。私を支えてくれた
すべての皆さんに感謝しています。
本当にありがとうございます！



No.805 2019年７月 広報はくい　31

流行しており、海外では賞金総額１
億円というのもあります。日本では
賞金総額数十万円とまだ少額です
が、毎月のように各地で賞金付きレ
ースが開催されるようになっていま
す」と語る中町さん。
　ドローンレースは競争しながら障
害物を避けなければならず、より繊
細で高度な操縦技術と集中力を必
要としますが、味わえる楽しさは空
撮機以上だそうです。
　2017年からドローンへの理解と
普及をすすめるべく「羽咋ドローン
ズ」を立ち上げ、昨年度より市の市
民提案型まちづくり支援事業の助
成も受けています。
　都会などでは航空法と条例によ
ってドローンの飛行が禁止されてい
ますが、羽咋では一部地域を除きほ
ぼ規制はなく、空撮に映える景色が
豊富で、ドローンを飛ばして撮影す
るにはうってつけの場所だそうです。
　また、屋外でドローンを飛ばす場
合、講習を受け、承認を得なければ

　滝町在住で瓦業を営んでいる中
町さんは、日本屈指のドローンパイ
ロットというもう一つの肩書きを持
っています。
　屋根調査の際は、中町さん自らド
ローンを地上から操縦し、屋根に上
がらずお客さんと一緒に屋根の状
態を確認できるので安全で、お客さ
んからの信頼も厚いそうです。
　当初は仕事のために始めたドロー
ン。操縦をするうちにその楽しさに
魅了されていきました。中町さんは
動画投稿サイトやブログで最新のド
ローン情報を発信し続けており、業
界では中町さんのことを知らない人
はいないそうです。
　近年ではドローンも普及し、さま
ざまなジャンルでドローンを活用す
る事業者も増えているなか、中町さ
んはドローンのエンターテインメン
ト性に注目しました。
　「ドローンを操縦して障害物を避
けながら決められたコースを周回す
るドローンレースが、今最も世界で

　

　藤岡市鬼石地区では令和元年７
月13日㈯・14㈰に鬼石夏祭りが
行われます。５地区から山車が
引き出され、市街地を巡行します。
最大の見どころは２日目の14日、
坂道で山車を一気に引き上げる
「新田坂の駆け上がり」と、おま
つり広場で一堂に会して各町内で
受け継がれてきた独自のお囃子の
打ち回しと５台一斉の乱れ打ちを
競演する「寄り合い」です。その
勇壮さは北関東随一といわれてい

ます。
　鬼石夏祭りの始まりは
江戸時代の後期で、花車

といわれる万灯型の３台の笠鉾が
そろって鬼石神社に登上していた
そうです。その後、明治18年ご
ろから本格的な山車が引き出され
るようになり、平成13年には各
町内のお囃子が旧鬼石町の重要無
形民俗文化財に指定されました。
　鬼石夏祭り応援し隊という名の
ボランティアも祭りをサポートし
来場者のおもてなしをします。地
域に伝わるお囃子の音色を楽しみ
に来ませんか。

ならない場合が多くありますが、屋
内では制限が無いので、一定の広
さが確保できる国立能登青少年交
流の家を中心に、月１回程度の練習
会や不定期でドローンレースや体験
イベントを開いています。
　無線を使って飛ばすドローンには
航空法の他にも電波法の規制もあ
り、現状では３機同時でしかレース
ができないそうです。中町さんはド
ローン界の発展のため、規制を緩和
する活動や、海外メーカーへの交渉・
アドバイスも行っています。
　また、来る８月４日には、国立能
登青少年交流の家と柴垣海岸を会
場に、東京から著名なドローンパイ
ロットを迎え入れ、ドローンのファ
ンミーティングを計画中。ドローン
に興味がある人への体験メニューも
検討中とのことです。
　「優秀なドローンパイロットを羽
咋から輩出し、ドローンの聖地とし
て羽咋を有名にし、羽咋をもっと元
気にしたい」と語ってくれました。

ドローンで羽咋を元気に

鬼石夏祭り
～北関東随一の駆け上がりと寄り合い～

ドローンから映像を受信し目前に
映し出すゴーグル（左奥）、コント
ローラ（右奥）、ドローン３機（手前）

中町　利之さん
(50歳､滝町)



32　広報はくい No.805 2019年７月

ゴールとおもてなしで、なぎさは大盛り上がり
　５月25日、日の出とともに太平洋側の海岸をスタート
して、日没までに千里浜海岸にゴールするバイクイベン
ト“サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー（Ｓ
ＳＴＲ）2019”が開催されました。
　市民の皆さんがゴールしたライダーを温かく出迎え、
貝汁と神子原米のおにぎりを振る舞い、道の駅のと千里
浜ものとししぼたん鍋でおもてなし。完走したライダー
の皆さんは、達成感に満ちた表情をしていました。
　翌26日に行われたステージイベントでは、千里浜海岸
の再生と保全を目的とする“千里浜再生プロジェクト”
を支援するため、SSTR発起人の風間深志さんから山辺
市長へイベントの収益金の一部が寄付されました。
　今年で7年目を迎えたこのイベントは、初開催時127
人の参加でしたが、年々参加者数は伸び続け、今年は全
国47都道府県・17歳から82歳までの参加者約4,000人
（約3,900台）のバイクが千里浜海岸に集結しました。

千里浜に4,000人超のライダーが集結！

夕刻、続々とゴールゲートをくぐるライダー

子どもたちが伝統の相撲で真剣勝負
　６月４日、唐戸山相撲場で第58回羽咋郡市中学校相撲
大会が開催され、郡市内５校から７人ずつ計35人が団体
戦と個人戦に出場し、熱戦を繰り広げました。
　土俵外でも、各校生徒が一丸となった応援団対決が
行われ、相撲場には大きな声援と歓声が響き渡りました。
団体戦では、邑知中が決勝で志賀中に惜しくも敗れ準優
勝。個人戦では、邑知中の藤岡響基くんと羽咋中の福田
崇人くんが第３位に入賞を果たしました。

邑知中が惜しくも準優勝

▲応援を力に、
いざ、対戦！

個人戦の
入賞者▼

山辺市長に寄付目録を手渡す風間深志さん(左）
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羽咋吟道協会が寄付
　６月13日、羽咋吟道協会が市役所を訪れ、大伴家持歌
碑の周辺整備のためにと、寄付金５万739円の目録を山
辺市長に手渡しました。同協会は、同月９日に行われた
初夏を彩る文化祭・吟道まつりの受付に募金箱を設置し
ていました。吟道まつりでは新元号“令和”を祝し、元
号の典拠や万葉集、羽咋ゆかりの歌人折口父子の作品な
どが詠われ、市内外から350人以上のお客さんが聴きに
訪れたとのことです。
　目録を受け取った山辺市長は、「市の発展、文化の発展
のため、活用させていただきます」と答えました。

大伴家持歌碑の周辺整備に

寄付目録を手渡した羽咋吟道協会の皆さん

永野睦夫さん(千里浜町)に消防協力者として表彰状
　６月13日、羽咋消防本部で、消防協力者表彰が行わ
れました。永野さんは５月25日、兵庫町の住宅敷地内で、
身の丈ほどの高さで燃え上がっている枯れ草に関係者が
水バケツで消火しているのを発見。自社の消火器３本を
用いて初期消火を行い付近の住宅や納屋への延焼被害を
防いだうえ、関係者に119番通報するよう指示し、早期
の消防機関出動につなげました。
　このたびの表彰は、迅速・的確かつ勇気ある行動によ
り建物火災を防いだとして、評価されたものです。

迅速・的確な行動で火災を防ぐ

表彰を受ける永野さん

個人では岡田凰之介くん（羽咋）が昨年に続きV
　６月９日、第47回市こども相撲大会が唐戸山相撲場で
行われ、市内の子ども会から28チーム約120人の小学生
が出場し、熱戦を繰り広げました。団体戦決勝は羽咋小
学校同士の戦いとなり、羽咋Bが２対１で羽咋Aを破り優
勝。羽咋小が10連覇を達成しました。
市子ども相撲大会の主な成績
団体：優勝 羽咋B、準優勝 羽咋A、第３位 粟ノ保A
個人４年生以下優勝：酒井政佳（粟ノ保）、同５年生優勝：
越智優希（羽咋）、同６年生優勝：岡田凰之介（羽咋）

羽咋小が10連覇を達成！

NTNグループが5年連続の寄付
　６月15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“ＮＴＮ能登祭り”がコス
モアイル羽咋で開かれました。
　ステージイベントの合間に、㈱ＮＴＮ羽咋製作所（三
ツ屋町）の大石英樹社長が代表して４社からの寄付金総
額５万円の目録を山辺市長に手渡し、障害児福祉の向上
につなげてほしい旨を伝えました。同製作所からの寄付
は、５年連続となります。

障害児福祉の向上に

山辺市長に寄付目録を手渡した大石社長(右）

▲団体・個人戦の
　優勝者

応援でにぎわう
相撲場▼
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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

7/1 ㈪ 10:00～ 市表彰式 　 401会議室 秘書室

  2 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  3 ㈬ 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

  4 ㈭ 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か月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  6 ㈯ 9:00～ 道の駅のと千里浜２周年あんがとまつり 道の駅のと千里浜 道の駅のと千里浜

10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館おはなし

コーナー 図書館

 13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

13:30～
15:30 地域で支える認知症講演会 コスモアイル羽咋 地域包括ケア

推進室

18:00～ 市民体育大会開会式 羽咋体育館 生涯学習課

  7 ㈰ 8:00～ 市民体育大会本大会 羽咋体育館ほか 生涯学習課

9:00～ 道の駅のと千里浜２周年あんがとまつり 道の駅のと千里浜 道の駅のと千里浜

  8 ㈪ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診

羽咋すこやか
センター 健康福祉課

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

福祉センター
シルバー人材
センター

19:00～
20:30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 11 ㈭ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診

邑知ふれあい
センター 健康福祉課

 13 ㈯ 13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
「科学手品」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

 14 ㈰ 5:45～ ｢なぎさクリーン運動｣ 市内４海岸 生涯学習課

 15 ㈪ 14:00～
15:30

図書館映画上映会「レゴ・ニンジャゴー・
ザ・ムービー」(102分) コスモアイル羽咋 図書館

工事の発注状況
（１千万円以上）５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。

７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。

７日㈰
　加藤病院（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-1251
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

１４日㈰
　池野整形外科耳鼻咽喉科医院
　志賀町高浜町 ☎32-0040
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

１５日(月･祝）
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町 ☎22-5652
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２１日㈰
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町 ☎22-0238
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

２８日㈰
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

お詫びと訂正
　「広報はくい６月号」で、一部内
容に誤りがありました。おわびして、
次のとおり訂正いたします。ご本人
やその家族、または関係者の方々に
ご迷惑おかけしましたこと、また不
快な思いをさせましたことを、心か
らおわび申し上げます。
P25「まちかど探検隊」で掲載した
優良街頭交通推進隊員のお名前につ
いて
「誤」川嶋大樹さん
「正」川島大樹さん
問　市秘書室・広報広聴係
　　（☎22-0771）

市
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 17 ㈬ 8:30～
10:00 市民健診 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

13:30～
16:00 総合相談（登記相談） 　 205会議室 市民窓口課

13:30～
16:00 総合相談（行政相談） 　 205会議室 市民窓口課

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

 18 ㈭ 10:00～ 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） 議会第３委員会室 市民窓口課

 19 ㈮ 8:30～
10:00 市民健診 富永公民館 健康福祉課

 20 ㈯ 13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

 22 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 23 ㈫ 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

 24 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

14:00～
16:00 工作教室「“液体”万華鏡をつくろう！」 コスモアイル羽咋 図書館

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

 26 ㈮ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診 粟ノ保公民館 健康福祉課

 27 ㈯ 9:00～ 千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ2019 羽咋市ビーチバレー
常設コート 生涯学習課

13:00～ 羽咋市少年少女発明クラブコズミックカレッジ
「水ロケットを作って飛ばそう」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

 28 ㈰ 9:00～ 千里浜ビーチバレージャパンチャレンジ2019 羽咋市ビーチバレー
常設コート 生涯学習課

14:00～
16:00 おはなし会（語り） コスモアイル羽咋 図書館

 30 ㈫ 13:00～ 4か月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 31 ㈬ 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

観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

観光・イベント情報

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

　羽咋市からの情報として、１市３町の広
報紙に、｢道の駅２周年あんがとまつり」
を紹介しました。

七尾市七尾市

志賀町志賀町

宝達志水町宝達志水町
今浜海水浴場

中能登町中能登町

千里浜なぎさドライブウェイの入口に位置す
る今浜海岸。車で走ることができ、浜茶屋や
貝売店が立ち並び、海の幸も堪能できます。
浜開き日時　７月９日㈫　10:00～
アクセス　のと里山海道今浜ＩＣ下車すぐ
問　宝達志水町企画振興課
　　（☎0767-29-8250）

江戸中期に始まったといわれる伝承行事で
浜方、山方に分かれ、それぞれ大漁と豊作
を願って綱を引き合います。
開催日　７月14日㈰
場所　堀松　住吉神社
問　志賀町役場（☎32-1111）

志賀町
堀松綱引き祭り

中能登町の夏の一大イベント。一大イベント。
島津悦子による歌謡ショーをはじめ、盛り
沢山のプログラムと模擬店も出店します。
是非お立ち寄りください。
日時　７月27日㈯　14:30～21:00
場所　レクトピアパーク周辺（井田）
問　中能登町企画課（☎0767-74-2806）

第15回中能登町祭
「織姫夏ものがたり」

第78回七尾港開港
120周年七尾港まつり

開催日　７月13日㈯～14日㈰
場所　御祓川大通り
　　　七尾マリンパーク（能登食祭市場横）
内容　総踊り、北國花火七尾大会など
※詳細は七尾市ホームページをご覧ください。
問　七尾市商工観光課（☎0767-53-8424）

今月の納税
納期限 ７月１日㈪　
市県民税 １期
納期限 ７月31日㈬　
固定資産税 ２期
国民健康保険税 １期

市

市

市

☆日曜納税相談・納付受付
　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に、市
税などの納税について日曜日に相
談や納付を受け付けます。
　相談などを希望する人は、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　７月21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)

※市税の納付は便利な口座振替で
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咋人の原風景を
伝える「遺

い せ き

跡」

　市内では、現在239件の遺跡が確認されています。遺
跡は、はるか古代を生きた人々の生活の痕跡であり、
法律（文化財保護法）では「埋蔵文化財」として明記
される文化財のひとつです。市内で最も古い遺跡は、
縄文時代前期のもので、羽咋の歴史が約7,000年前にさ
かのぼることがわかっています。
　遺跡は、歴史的建造物など地上にある文化財とは異
なり、地中に埋もれているため、現在の生活との関係
を直接的に感じる機会は少ないかもしれません。しか
し、遺跡を調べることで、古代の羽咋を生きた人々の
営みを復元することができます。気の遠くなるような
「むかしのこと」かもしれませんが、私たちの生活の原
風景につながっていることを、遺跡は教えてくれます。

遺跡編

市内で最も古い遺物
縄文時代前期の土器片
(柳田猫ノ目遺跡出土)

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

　今月号の表紙は、５月25日に開催された、Ｓ
ＳＴＲ2019です。今年は4,000人を超えるラ
イダーが参加し、今では羽咋市の一大イベントと
なっています。
　私は以前所属していた部署でこのイベントに携
わりましたが、当時は参加者数が、500人から
900人、900人から1,800人と、毎年倍増する
黎明期～成長期の段階でした。イベント規模が大
きくなるに伴い、参加者の動線や駐車場問題、宿
泊のキャパシティ、荒天時の対応など課題が次々
と生まれ、時には主催者と意見をぶつけ合いなが
ら、一緒に頭を悩ませたのを覚えています。
　上記の経緯があり、個人的に思い入れのあるこ
のイベントを表紙にいたしました。
　伝統行事ももちろん大切ですが、本イベントの
ように若く勢いのあるイベントも、今後の自治体
間競争を勝ち抜くうえで重要なものだと感じまし
た。 　（谷村）

集 後 記編


