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特 集 災害に備える災害に備える災害に備える災害に備える災害に備える
あなたの安全は誰が守りますかあなたの安全は誰が守りますかあなたの安全は誰が守りますかあなたの安全は誰が守りますか

　気象に関する情報は、テレビやラジオなどで収
集できますが、気象庁などのホームページでは、
現在の状況や今後の予想などを確認することがで
きます。豪雨をもたらす雨雲の動きや、台風の進
路予測、災害の危険度なども調べることができま
すので、こまめに情報収集してください。
　市ホームページでは、市民の皆さんが気象情報
を収集しやすいよう、それらのリンク集を用意し
てあります。

　事前に壊れているものは、あらかじめ修繕して
おくなどの対策をしておきましょう。
　飛ぶようなものは納屋や玄関先に入れる、土の
うを積むなど、自分でできる事は早めに対処しま
しょう。
　また、最寄りの避難所や広域避難所（羽咋運動
公園周辺）をあらかじめ確認し、どの避難ルート
で向かうのか決めておきましょう。

羽咋市気象情報リンク 検索 ⬆

市ホームページのトップ画面→トピックス
から気象情報を確認できます。

背景写真　８月31日の豪雨被害：飯山町
　近年、全国各地で地震や豪雨など自然災害が発生し、多くの住
民が被災しています。羽咋市でも、２月の凍結による神子原地区
の断水、８月31日の豪雨や台風21号による被害もありました。
　これまでの災害を教訓とし、被災しないための防災対策や知識
を身に付け、万が一、被災した場合は、どうすべきかを考えてみ
ましょう。

～あなたなら、どうしますか～～あなたなら、どうしますか～～あなたなら、どうしますか～～あなたなら、どうしますか～
　　非常に強い台風が発生し、日本
の南側では暴風と豪雨による災害が
発生しています。３日後には石川県
に接近する予報があります。

ケース１ 　　明日、石川県に台風が接近する
予報です。屋根が飛んだり、床下浸
水の被害が報道されたりしています
が、どんな対策を取りますか。

ケース２

情報収集 事前準備

または、
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　市では、緊急度合いによって
避難情報を発令します。
①避難準備・高齢者等避難開始
　高齢者や乳幼児を抱える家庭、
避難に時間が必要な人に避難
を促すものです。その他の人も、
いつでも避難できるように準備
願います。
②避難勧告　
　危険が迫ってきていることか
ら、全ての人が避難を開始して
くださいと促すものです。
③避難指示（緊急）　
　逃げ遅れた人、避難をしてい
ない人は、直ちに避難をして
くださいという指示になります。
この時点で、災害が発生してい
る可能性もあり、避難するにも
危険を伴うことが考えられます。

　市からは①防災行政無線など
を使って避難情報や防災情報
をお知らせしています。防災行
政無線による内容は②羽咋市安
全・安心メール、③ヤフー防災
速報、④市ホームページ、⑤市
フェイスブック、ツイッターで
もお知らせしています。さまざ
まなツールにより情報発信をし
ていますので、情報収集の手段
を確保してください。
　防災行政無線でしか情報収集
できない人は、電話の音声によ
る確認ダイヤル（23‒4891・
にい、さん、し、は、く、い）
でご確認ください。

　羽咋市安全・安心メール、ヤ
フー防災速報、防災行政無線確
認ダイヤルについて
は、右のＱＲコード
から登録や確認がで
きます。

　避難所生活が長期にわたる場
合は、非常食の配給や炊出しが
考えられますが、支援物資が届
くまでに約３日かかることから、
家族３日分の食料・水を備蓄し、
避難所にお持ちください。また、
服用している薬もお持ちくださ
い。
※短期の避難所開設の場合でも
同様。
　避難所では性別、年齢、国籍
を問わず、多くの人が避難しま
す。周りの迷惑を考え、お互い
様の精神で協力し合うことが大
切です。

　　　避難情報が出され
ました。あなたはどの段
階で避難しますか。

　　　避難情報などが防
災行政無線から流れてい
るようです。雨風が強く
てよく聞き取れません。

　　　避難所にやってき
ました。あなたの持ち物
は何ですか？

ケース３ ケース４ ケース５

避難行動

８月31日の豪雨による、このほかの市内の状況

飯山川水害（菱分町）飯山川水害（菱分町） 鹿島路町土砂災害鹿島路町土砂災害 若部町土砂災害若部町土砂災害

チェック 二次災害から身を守るために
１ 屋内での安全確保を行う（２階などへ避難する）。
２ 裏山、がけに近付かない。
３ 津波が発生する恐れがある場合は、海岸から離れる。
４ 洪水が発生する恐れがある場合は、河川に近付かない。



4　広報はくい No.797 2018年11月

知ってください！３つの助け合い ～まずは、自分ができることから～

　自分や家族の安全は、自分たちで守ることが一番の防災
対策です。
①非常用持ち出し袋や非常食などを準備する。
②避難情報が発令された場合、すぐに避難する。
③河川が氾濫したり、深夜に避難したりする場合など、
避難に危険を伴う場合は、自宅２階への避難も考える。

　大規模災害になれば、防災機関（市役所や消防署、警
察署など）が全ての災害現場に向かうことは困難になり
ます。全国の大規模災害では、人命救助に活躍したのは
地域の住民や事業者の人たちと言われており、自主防災
組織や近所の人が避難支援することが重要です。

　行政による救助・支援のことで、災害が発生した場合、
市は関係機関と協力の上、復旧対策にあたります。
　また、災害の発生に備え、市では災害種別によりハザー
ドマップを策定しています（ページ下部参照）。

自助

共助

公助

まちに設立しましょう‶共助の要” 自主防災組織の設置状況

　自主防災組織は「共助の要」です。市では、自主防災組織の設立町会へ、結成初年度を含む４年間に活動
補助金を交付し、また資機材の購入費助成も行っています。自主防災組織を設置し、地域が持つ情報を生か
した声掛けや支援を行う体制を整えることは、町会の防災力を高めます。未結成の町会は早期の設立をお願
いします。

●地区ごとの設置状況
【全町会結成】
鹿島路地区、一ノ宮地区

【残り１町会】
粟ノ保地区、余喜地区、上甘田地区

【残り２町会以上】
羽咋地区残り３町会、千里浜地区残り２町会、富永地区残り６町会、
邑知地区残り18町会、越路野地区残り２町会
※規約などを定め、市に申請した町会を集計してあります。

①羽咋川・子浦川洪水避難地図

　現在、石川県による改訂作業が進めら
れており、その結果を受けて市のマップ
も更新予定です。
※石川県河川情報システムで、河川水位
や降水量の情報収集もできます。

②土砂災害避難地図

　がけ崩れや土石流、地すべりの危険区
域を示し、市内では邑知地区、余喜地区、
鹿島路地区、越路野地区、一ノ宮地区、
上甘田地区の地図が策定されています。

ハザードマップ
市では、5つの

ハザードマップを策定しています。

羽咋ハザードマップ 検索 ⬆
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③羽咋市地震揺れやすさマップ

　羽咋市に影響のある「起震断層に
よる地震」および「いつどこで発生
するかわからない直下型地震」の最
大の揺れの大きさについて、羽咋市
全図を色分けし、示してあります。

④羽咋市津波避難地図

　海底地震が発生した際、津波がどこま
で影響するかを示した地図です。東日本
大震災の教訓を踏まえ､平成29年度に石
川県が津波の浸水区域を修正したことに
より､現在､羽咋市でも修正作業中です。

⑤ため池避難地図

　ため池が決壊した場合の浸水想定
範囲と避難場所などを示し、邑知地
区の一部、余喜地区の一部、越路野
地区、一ノ宮地区、上甘田地区の地
図が策定されています。

水道管の凍結・破損にご注意ください ! ! ～今年の被害を教訓に～

　今年１月から２月の寒波では、市内の多くの家庭で、宅内給
水管などの凍結・破損に伴う漏水が発生しました。
　冬本番を迎える前に各家庭において水道管の凍結防止対策を
お願いします。

　寒波により、外気温がマイ
ナス４℃以下になったり、氷
点下の真冬日が続いたりした
場合は、水道管が凍結し、水
が出なくなったり、水道管が
破裂することがあります。

こんな時には要注意！

水道管の凍結対策

もしも凍結してしまったら…
　水道管が凍結して水が出ないときは、凍ってしまった部分にタオルをかぶせ
て、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてください（注意：熱湯を
かけると管が破裂することがありますので、熱湯はかけないでください）。

対策１

　屋外でむき出しになっている水道
管や、風あたりが強い場所にある水
道管には、保温材・毛布・布切れな
どを巻き付け、その上からビニール
テープなどを
巻いて防水し、
凍結を防いで
ください。　

対策２

　冷え込みが予想される前
日に、少量の水を蛇口から
流しておくと凍結を防止で
きます（浴槽やバケツなど
に貯めて
おき生活
用水とし
てお使い
ください）。

対策３

　メーターボックスの中に毛布
や布切れなどを入れて、保温し
てください（長期間の旅行など
でしばらく家を空ける際には、
水道管の
凍結に十
分に気を
付けてく
ださい）。

宝くじ助成金で防災用品を整備 10月13日、酒井町で防災訓練を実施
　10月13日、酒井町で防災訓練が実施されました。地震が発生した想
定で防災行政無線からの避難放送を受けて、町民約50人が酒井町会館に
避難。訓練後は、市職員と町民同士で意見交換を行い、災害に備えるた
めに自分たちができることについて理解を深めました。
　宝くじの助成金で整備された防災用品もお披露目されました。防災用
品は、今後、災害時や防災訓練などでも活用されます。 新しく整備された防災用品を紹介
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　羽咋市では、人口減少に歯止めをかけ、「まち」
「ひと」「しごと」の好循環を生み出すため、「羽
咋市人口ビジョン」と「がんばる羽咋創生総合戦
略（本市版総合戦略）」を平成27年10月に策定し
ています。

　毎年、市民代表も含めた本市有識者会議「羽咋
市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」による
効果検証・評価と意見、市議会の意見、国総合戦
略などを勘案し、本市総合戦略を見直しています。

　改訂版には、101の施策を掲げており、平成
29年度の実績に基づく効果検証の結果は、87施
策が「取組内容の深化・発展、継続すべき」、14
施策が「取組内容の見直し」と評価されました。

平成31年度予算に反映予定総合戦略を検証、報告

問い合わせ　市まち・ひと・しごと創生本部事務局（☎22-7161）

　10月１日、戦略会議の岩城和男委員長、釜谷
伸副委員長、圓山晃歩委員が山辺市長に報告書を
提出。今後、市では、昨年度と同様に、総合戦略
のさらなる充実と強化を目指すべく、この報告結
果を尊重し、平成31年度予算への反映を行う予
定です。

山辺市長に報告書を提出する戦略会議の委員ら

栄えある叙勲受章おめでとうございます

　36年の長きにわたり、警
察官として県警本部や県内
各警察署で主に生活安全の
業務に従事し、七尾署生活
安全係長として退職。「現
在も地域住民の方々に大変
お世話になっています。家
族にも感謝したい」と述べ
られました。

瑞宝単光章

芝田　俊邦 さん
（71歳、酒井町）

　41年の長きにわたり、警
察官として県内各警察署や
県警交通機動隊などにも勤
務し、地域の治安維持に努
め、七尾署管内の交番所長
として退職。「家族の支え
があり、上司、同僚、部下
に恵まれたことに感謝して
います」と述べられました。

瑞宝双光章

宮田　繁範 さん
（71歳、四柳町）

　35年の長きにわたり、消
防士として羽咋消防署など
に勤め、安全・安心なまち
づくりに尽力し、羽咋消防
署長として退職。「ともに
仕事をした仲間に感謝して
います。また、家族、地域
の方々の支えのおかげで
す」と述べられました。

瑞宝単光章

松生　政充 さん
（71歳、鹿島路町）
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長寿
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申込み・問い合わせ　市税務課・収納係（☎22-1113）

不動産公売を実施します
　市では、次のとおり差押不動産の公売を実施します。

１ 申込期間　11月19日㈪から11月22日㈭までの
　　　　　　 午前９時～午後５時
２ 入札日時　11月26日㈪　午前10時～午前10時30分
３ 公売会場　羽咋市役所
４ 買受代金納付期限　12月３日㈪　午後３時

　公売物件
所在地 登記地目 地積 見積価額

本町コ37－1 宅地 438.47㎡ 2,000,000円

※詳細については市ホームページを確
認するか、市税務課収納係までお問
い合わせください。
※事情により公売を中止することがあ
ります。

　　　　　楠　初井さん（本江町）
　９月20日に眉丈園（的場町）で100歳の誕生日を迎えた楠さん。
山辺市長が「朝から晩まで仕事一筋で頑張ってきたと聞きました。
これからも、お体を大切にして元気に過ごしてください」と声を掛
けると、「本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを伝え
ました。
　楠さんは、積極的に歩くように心掛け、食事も三食残さずに食べ
ているそうです。

　　　　　酒井 ヒサノさん（粟生町）
　９月20日に100歳を迎えた酒井さん。同日、80歳以上の町民で
構成する“八十路会”のメンバー16人が粟生町会館で酒井さんを
迎え、会で作ったオリジナルソング“八十路回想”を歌って祝福し
ました。山辺市長が「この歌の“笑いの門には福が来る”という歌
詞にもあるように笑顔を大切にして、これからも過ごしてください」
と伝えると、「ありがとうございます。心から喜んでいます」と笑
顔を見せてくれました。

　　　　　馬場 かをりさん（太田町）
　10月２日にはくいの郷（島出町）で100歳の誕生日を迎えた馬
場さん。山辺市長が「100歳を超えてからも元気で健やかにいてく
ださい」と伝えると、「お祝いしていただき、ありがとうございます」
と感謝の言葉を述べました。
　馬場さんは、足腰がしっかりしていて、新聞を読むのが日課。三
食好き嫌いなくしっかりと食べて、元気に過ごしているそうです。
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問い合わせ　市がんばる羽咋創生推進室（☎22-7192）

～第４回関西羽咋会総会を開催～
　９月29日、大阪市の新大阪ワシントンホテ
ルプラザにおいて、羽咋市出身の関西在住者
47人が出席し、第4回関西羽咋会総会が開催さ
れました。

　総会では、人口減少が一層進む社会情勢を踏
まえ、今後も引き続き、会員が力を合わせ、ふ
るさと羽咋の魅力発信、羽咋市との交流の促進、
発展を目指す取り組みなどを行うことが確認さ
れました。

　続いて、松島信雄会長、来賓の山辺市長、寺
井哲也市議会副議長があいさつと祝辞を述べま
した。当日参加した羽咋市職員からは、羽咋創
生の取り組み、移住・定住、ふるさと納税、地
域商社の取り組みを紹介。会員の皆さんからは、
力強い応援をいただきました。

　また、特別ゲストのバンドグループ“カント
リーボーイズ”が懐かしのメロディーの生演奏
を披露し、会に花を添えました。

　最後に、参加者全員でふるさと羽咋を思う心
を一つに「羽咋市歌」を力強く歌い、羽咋市の
振興を願いました。

第４回関西羽咋会総会の出席者

　　

　毎年２回、市交際費の状況を公表していますが、今回は、平成30年度上半期の状況をお知らせします。
平成30年度上半期の支出総額は、201,330円となりました。
　今後も交際費の支出にあたっては、その必要性をはじめ、社会情勢の変化などにも十分配慮しながら、
適正に対応してまいります。

市交際費（平成30年４月～９月）の状況をお知らせ

問い合わせ　市秘書室・秘書都市交流係（☎22-0771）

平成30年度(上半期)の市交際費の状況（金額は平成30年９月30日現在）

分類 件数 金額 主な内容

祝費 　5件 22,500円 叙勲祝い、当選祝いなど

会費 23件 130,770円 各種団体の総会への出席者負担金など

協賛、賛助費 1件 10,000円 大会への協賛費

謝礼、激励費 7件 38,060円 幼稚園児花束お礼、県人会への特産品
提供など

合計 36件 201,330円
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介護予防サポーター養成講座
　地域の皆さんがいつまでも元気に過ごせるようお手
伝いするボランティアが「介護予防サポーター」です。
　現在の活動としては、地域サロンやはつらつ体操の
場などの運営や地域の個々の困り事の支援（ゴミ出し、
相談役を担うなど）がありますが、これからますます
必要とされてくる活動でもあります。ご自身のできる
ことを地域に生かしてみませんか？
　ご自身の健康づくりに関心のある人、地域活動に関
心のある人、どうぞ気軽に参加してください。

申込み・問い合わせ　市社会福祉協議会（☎22-6231）

開催日時 内容

第１回 11月20日㈫
13:30～16:30

・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 11月21日㈬
13:30～16:30

・高齢者の特性
・高齢者との接し方と傾聴について

※第３回として、体験研修も予定しています。

～生きがいづくり・健康づくり
　みんなで楽しく学びませんか～

１ 開催場所　新邑知公民館
　　　　　　　（邑知ふれあいセンター）
２ 持 ち 物　筆記用具　
※動きやすい服装でお越しください。
３ 参 加 費　無料　
４ 募集締切　11月16日㈮

御陵の郷 なかよし会（川原町）
での活動風景

　　

職務経験者を募集します
平成30年度羽咋市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 受　　験　　資　　格

一般事務 １人程度 昭和58年４月２日以降から昭和63年
４月１日までに生まれた人

大学卒業程度の学力を有し、民間企業
などでの職務経験が５年以上ある人

２ 採用年月日　平成31年４月１日
３ 試験日、会場
　◆１次試験　教養試験、適性検査、小論文
　　期日：31年１月20日㈰　会場　羽咋市役所
　　（詳細は、受験者宛てに１月上旬に通知します）
　◆２次試験　集団討論、個人面接
　　１次試験合格者に通知（１月下旬に実施予定）
４ １次試験受験に必要な書類
　(1)受験申込書　
　　 用紙は11月１日㈭から総務課（市役所３階）
　　 で交付。郵便での請求も可能。
　(2)82円切手　２枚
　(3)写真（正面向き上半身、縦４㌢、横３㌢のもの）

５ 書類の提出期限
　(1)平成30年11月１日㈭から平成31年１月４

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

　(2)郵送の場合、１月４日付の消印有効
※試験要項と申込書は、11月１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、FAX 22-7135）
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羽咋市文化祭 11月３日(土･祝)
　 ～４日(日)

【第１会場　羽咋体育館】《11月３日(土･祝) ～４日㈰》
■文芸展　■書道展　■手芸展　■美術展　■写真展
■菊花展　■いけ花展　■親子ふれあいアルバム展　
■家族川柳作品展　■子育て標語作品展
■音文協ミニコンサート　■フリーマーケット　■模擬店　

【第２会場　コスモアイル羽咋】
■表千家茶会（11月３日　午前９時30分～午後３時　茶室、和室）
■吟道祭・芸能祭（11月３日　午後１時～４時30分 大ホール）
■市民音楽祭（11月４日　午後１時30分～４時30分 大ホール）

【第３会場　羽咋すこやかセンター】《11月３日(土・祝)》
■アコースティックライブ
　（午後１時30分～４時　１階にこにこ広場）
■囲碁大会
　（午前９時～午後５時30分　２階研修室）

【第４会場　歴史民俗資料館】
■古代米の土器炊飯火入れ
　（11月３日　午前10時～）
■古代米の試食（11月３日　午前11時30分～）　
　　　　　　　　　　　　　　　　※参加無料

【第５会場　邑知ふれあいセンター（邑知公民館）】
　　　　　　　　　　　《11月３日(土・祝) ～4日㈰》
■邑知菊花展　■文芸展　■いけ花展　
■手芸展　■絵手紙展　■小・中学生作品展　
■保育園作品展　■長寿会作品展
■自由作品展

【第６会場 羽咋勤労者総合福祉センター】
■将棋大会　　　　　　　　　　《11月４日㈰》
　（午前10時～午後５時　２階研修室）

【各地区文化祭】　
《11月11日㈰：一ノ宮公民館》　
《11月23日(金・祝)：千里浜公民館》

１ 日時　11月３日(土･祝)午前10時～午後２時
２ 主催　羽咋まいもん創造塾
３ 場所　コスモアイル羽咋　小ホール　
４ 内容　⑴お菓子づくり体験教室           
　　　　　 和菓子の部　
　　　　　 午前10時～11時     
　　　　　 洋菓子の部　
　　　　　 午前11時～12時
　　　　 ⑵プロの職人によるお菓子づくり実演
５ 定員　お菓子づくり体験教室　各部40人　
　　　　 ※要予約
６ 参加費　300円　
申込み・問合せ　市商工会（☎22-1393）

羽咋お菓子ふれあい広場

１ 日時　11月３日(土･祝)～４日㈰
　　　　 午前９時～午後４時
２ 主催　羽咋市商工会・羽咋市銀行会
３ 場所　コスモアイル羽咋　小ホール
４ 内容　①市内の企業16社の製品展示および紹介
　　　　 ②市内企業による企業概要等プレゼン
　　　　　 テーション
　　　　 ③アンケートに答えた人に粗品進呈
　　　　　　（先着200人）
５ 入場料　無料

未来につなぐ
羽咋産業展2018
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問い合わせ　専用ダイヤル（☎0570‒003‒004)、七尾年金事務所（☎0767‒53‒6511）

申込み・問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

申込み・問い合わせ　市企画財政課・企画統計係（☎22-7162）

｢社会保険料(国民年金保険料)控除証明書｣の添付をお忘れなく

縁結びを支援する団体などをサポート

－国民年金保険料を社会保険料控除する際の留意事項－
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告
において全額が社会保険料控除の対象となります
（ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご
本人の社会保険料控除に加えることができます）。
　国民年金保険料を社会保険料控除として申告す
る際は、一年間に納付した国民年金保険料額を証
明する書類を添付しなければなりません。
　このため、一年間に納付した国民年金保険料額
を証明する「社会保険料（国民年金保険料）控除
証明書」が日本年金機構本部から11月上旬に送
付されます。

　市では、定住人口の増加と地域活性化を図るため、独身男女の縁結び支援事業を開催する市内団体や飲
食店に次の通り、助成します。縁結びに、一役買ってみませんか？

　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２次募集を行い、事業内容を審査会に諮っ
た結果、新たに１件が採択されました。

　年の途中から国民年金に加入した場合などで、
今年の10月２日以降に初めて保険料を納付した
人については、来年の２月上旬に同様の証明書が
送付されます。
　確定申告などの手続きの際に、国民年金保険料
を社会保険料控除として申告する場合には、必ず
この証明書や領収書が必要となりますので、申告
を行うまで大切に保管してください。
　詳しくは、控除証明書のはがきに表示されてい
る専用ダイヤル、または日本年金機構七尾年金事
務所までお問い合わせください。

団　　体 店　　舗

対　　象
市内に活動の拠点があり、複数
の人で構成される集団。
※ただし宗教法人は除く。

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 縁結び支援に必要な経費 縁結び支援に必要な経費
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）

団　　体　　名 事　　業　　名 事　　業　　概　　要

酒井ボランティア会 桜　東回廊　20丁
町の避難場を起点として、永光寺川沿いなど３か所を
結ぶ桜回廊の散策道を整備し、健康づくりと交流人口
の拡大を図るとともに安全安心な町づくりを行う。

市民提案型まちづくり支援事業で１件を採択

平成30年度新規採択事業（２次募集分）
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　まだ、特定健診を受けていない人は、11月１
日㈭から11月30日㈮までの間に、下記の医療機
関で受けることができます。診療日や診療時間を
ご確認の上、受診してください。
≪持ち物≫
１ 特定健診を受ける人
　⑴「国民健康保険証」
　⑵「特定健診受診券」（５月に郵送）または、
　　 「未受診者健診のご案内」（９月末に郵送）
２ がん検診を受ける人
　⑴「がん検診等受診券」のハガキ
　⑵ 受診料金
【医療機関健診】
　健診の期間や受診できる健診の種類は医療機関
で異なります。ご注意ください。

～11月末まで受診できます～

市民健診のご案内

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）

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）

医療機関名 健診の種類と受診料金
いがわ内科クリニック １ 特定健診　

　 羽咋市国保加入者は無料
２ 大腸がん検診　
   400円
３ 節目年齢検診
⑴肝炎ウイルス検診：無料
⑵胃ペプシノゲン検査：200円
⑶前立腺がん検診：500円

羽咋診療所
疋島クリニック
前川医院
いけの整形外科
平場内科クリニック
松江外科胃腸科医院
松柳医院

11月から12月の
栄養・運動教室

　市では毎月、食事や栄養のワンポイントと有酸
素運動の実技を取り入れた教室を開催し、健診結
果の改善や生活習慣病予防のサポートをしていま
す。
　健診結果を改善したい人、運動習慣を身につけ
たい人は申し込みください。
１　開催日　11月８日㈭、12月６日㈭　
２　時　間　午前10時～11時30分
　　　　　　（受付：午前９時30分～）
３　会　場　羽咋すこやかセンター３階ホール
４　参加費　１回100円
５　対　象　羽咋市特定健康診査を受けた人、
　　　　　　運動習慣を身につけたい人
６　内　容　生活習慣病予防のための食事のワン

ポイントと運動効果のお話、体をほ
ぐす運動、リズム運動、筋肉づくり
運動などの実技

７　講　師　健康運動指導士　元橋美津子氏
８　持ち物　参加費、飲み物、タオル、マット
※マットについては、お持ちの人はご持参ください。
※運動しやすい服装でお越しください。
９　申込締切　開催日の前日まで

運動強度は、心拍数が上がり、汗をじんわり
かくレベルです。現在治療中の人は主治医に
相談の上、申込みください。
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秋の火災予防運動秋の火災予防運動秋の火災予防運動秋の火災予防運動秋の火災予防運動
11月９日㈮～11月15日㈭11月９日㈮～11月15日㈭

平成30年度「全国統一防火標語」平成30年度「全国統一防火標語」
忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認
　空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節を迎え
るにあたり、一人一人が、火災予防に対する意識
を持つことが大切です。
　「火災や災害に強いまちづくり」を目的として、
毎年、11月９日から15日までの１週間を秋の全
国火災予防運動と定めています。

問い合わせ　羽咋消防署・予防係（☎22-0089）

～住宅用火災警報器の設置、取替えを～
　住宅用火災警報器は10年を目安に交換してください。お近く
のホームセンターや家電量販店で購入できます。

設置率

99.6％99.6％99.6％99.6％

　　　　　　

　例年、タイヤ交換の時期
からタイヤの盗難被害が増
える傾向にあります。
　冬を迎える前に、保管方
法を確認しましょう。
　交換前や交換後のタイヤ
の保管には、
十分に気を付
けてください。

　　　 　～タイヤの盗難にご注意！～

問い合わせ　羽咋警察署（☎22-0110）、羽咋郡市防犯協会連合会（☎22-4970）

地域安全ニュース

ハク太郎ハク太郎

羽咋警察署、羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

●鍵のかかる屋内に保管する
　外から見える場所に置いていると、泥棒に狙われてしまいます。
●防犯機器を活用する
　屋外に保管する場合は、センサーライトなどを
　設置して盗難を防止しましょう。
●店舗でのタイヤ預かりサービスを利用する
　タイヤを置く場所がない場合、店舗に保管する
　方法もあります。

（羽咋市）
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両親学級

ひきこもり家族教室

2019年(平成31年)版
石川県民手帳を販売

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）

　　　　問い合わせ
　　　　市企画財政課（☎22-7162）

育児に不安な産後ママの
ために

クラス名 フレッシュママクラス
対象 産婦と乳児（生後４カ月ごろまで）
月日 11月13日㈫ ※前日までに要予約
時間 10:00～11:45　（受付 ９:45～）
場所 羽咋すこやかセンター２階・和室

内容
・母乳育児について
・保健師への相談
・赤ちゃんの体重測定
・ママ同士の交流

持ち物
・母子健康手帳
・お子様のお世話グッズ
・飲み物

　石川県統計協会では、郷土の主な催し
や統計データなど役立つ情報を収録し、
日記としてもとても便利な石川県民手帳
を10月下旬から販売しています。
１ 販売先 
　 市民窓口課⑦番窓口、コメリホーム
センター羽咋店、金澤文苑堂書店羽
咋店

２ 価格 
　１冊450円

申込み・問い合わせ　能登中部保健福祉センター 健康推進課（☎0767-53-2482）

日　時 会　場 内　容

第
１
回

11月４日㈰
14:00～16:00

能登中部
保健福祉
センター
（七尾市
 本府中町）

家族交流会
＊ご家族同士で、日頃の悩みや家族としての対応について
　話し合いましょう。
講　師　やすらぎの会
　　　　（不登校・ひきこもり等と向き合う親たちのグループ）
　　　　代 表　山　美弥子　氏

第
２
回

11月22日㈭
14:00～16:00

羽咋地域
センター

当事者との交流会
＊ひきこもりサポーター（当事者）の人に、体験談や家族への
　思いなどについて聞いてみましょう。
講　師　ひきこもりサポーター
助言者　石川県こころの健康センター　　深谷　敏　氏

対象：おおむね思春期～40歳代の
　　　ひきこもりの人の家族
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自衛官候補生（男子）
などを募集

能登地域で唯一の合同企業説明会

「のと就職フェア」
１ 自衛官候補生（男子）
　⑴試験期日　①平成30年12月１日㈯予定
　　　　　　　②平成31年１月20日㈰予定
　⑵応募資格　採用予定月の１日現在､18歳以上
　　　　　　　33歳未満の男子
　⑶試験会場　金沢市内（受付時にお知らせ）
　⑷受　　付　①平成30年11月28日㈬まで
　　　　　　　②平成31年１月17日㈭まで
２ 陸上自衛隊高等工科学校生徒　
　⑴受付期間  
　　①一般　平成30年11月１日㈭
　　　　　　～平成31年１月７日㈪
　　②推薦　平成30年11月１日㈭～11月30日㈮
　⑵応募資格　17歳未満の男子で中学校卒業者
　　　　　　　（見込みを含む。）
　⑶試験期日など
　　①一般　平成31年１月19日㈯
　　②推薦　平成31年１月５日㈯～７日㈪の間
　　　　　　の指定する１日
　⑷試験会場
　　①一般　自衛隊石川地方協力本部　
　　　　　　（金沢市新神田　金沢新神田合同庁舎）
　　②推薦　陸上自衛隊高等工科学校
　　　　　　（神奈川県横須賀市）
問い合わせ
自衛隊石川地方協力本部　七尾出張所
（ハローワーク七尾３Ｆ）（☎0767-53-1691）

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）
詳しくは、

～参加企業募集～
日　時　平成31年３月10日㈰
　　　　午前10時～午後２時（予定）
場　所　七尾サンライフプラザ　中ホール
　　　 　（七尾市本府中町）（予定）
主催　能登地域活性化人材確保推進実行委員会
　　　（石川県および能登地域の市町にて構成）

【参 加 者】
対象　平成32年卒業予定の大学生、大学院生、
　　　短大生、高専生、専門学校生など、
　　　能登地域で就職を考えている学生と既卒者
【参加企業】
対象　能登地域（宝達志水町以北）に事業所を有
　　　する企業
募集企業数　40社程度
申込期限　12月14日㈮　 
※ 応募多数の場合は抽選となります。

　詳細、申込みは、下記事務局までご連絡くださ
い。

【窓　口】
県商工労働部産業立地課
（☎076-225-1517、FAX:076-225-1518）
市商工観光課
（☎22-1118）

自衛隊石川 検索

⬆

）
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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　11月25日㈰　14:00～
場所　コスモアイル羽咋・小ホール
タイトル 「モンキー・ラッシュ」
       　　 （約76分）
入場料　無料　　申込み　不要
問　羽咋市立図書館(☎22-9777)

　私たち一人一人が「子育てに優し
い社会」を作ることが、児童虐待の
防止につながります。11月３日(土･
祝）にコスモアイル羽咋で街頭オレ
ンジリボンキャンペーンを行います。
　地域全体で子育て家庭を見守り、
子どもへの虐待のない社会を目指し
ましょう。
　また、以下のとおり、子育て講演
会も予定しています。
日時　11月17日㈯　14:00～
場所　羽咋すこやかセンター
講演 「子ども達の心の中にある甘
える壺を満たすために　～あったか
子育てアドバイス～」
講師　多賀　千之 氏
　　（白山市多賀クリニック　医師）
問　市健康福祉課（☎22-1114）

日時　11月10日㈯（第８回）
　　　12月８日㈯（第９回）
　　　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　第８回は10月31日㈬～
11月９日㈮、第９回は11月28日㈬
～12月７日㈮

日時　11月17日㈯（第８回）
　　　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　11月７日㈬～16日㈮

広　告　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
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

図書館の映画上映会

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室

11月は「児童虐待防止推進月間」

歴史民俗資料館のイベント

申

しめ飾り 作ってみよう

①古代米試食
　弥生土器を模した土器を使って、
古代米を野焼き炊飯します。
日時　11月3日(土･祝)　
　　　11時30分ごろに試食予定

②勾玉づくり
　滑石を石で削って勾玉を作る体験
ができます。
日時　11月３日(土･祝）
　　　9:30～16:00
※①、②どちらも歴史民俗資料館で
開催、参加費無料です。
問　歴史民俗資料館（☎22-5998)

日時　11月24日㈯　9:00～
場所　歴史民俗資料館
参加費　無料    定員　15人
持ち物　仕上がったものを入れる袋
対象者　小学校高学年から一般
　　　　（どなたでも）　
申込期限　11月16日㈮
主催　邑知長寿会
　・問　邑知ふれあいセンター
　　　　（邑知公民館）
　　　　（☎26-0027）
※汚れてもよい服装
　でご参加ください。　
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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

　夫・パートナーからの暴力やスト
ーカーなどの事案は、依然として数
多く発生しています。　
　これらの女性をめぐるさまざまな
人権問題の解決を図るための取り組
みを強化するため、全国一斉に『女
性の人権ホットライン』強化週間を
実施します。
　相談は無料、相談内容の秘密は守
ります。
実施期間　11月12日㈪～18日㈰
受付時間　8:30～19:00
※土・日曜日は10:00～17:00
電話番号　0570‒070‒810　
※法務局職員、人権擁護委員が対応

　11月12日～25日は、「女性に対
する暴力をなくす運動」週間です。
　パープルリボンは、女性に対する
暴力根絶運動のシンボルとなってい
ます。市役所１階ロビーにパープル
リボンツリーを設置していますので、
メッセージカードとリボンでツリー
を飾り、この運動にご参加ください。
問　市生涯学習課
　　 （☎22-9331）

広　告　欄

「女性の人権ホットライン」
強化週間

　金沢弁護士会では成年後見制度、相続、遺言、財産管理、消費者被害な
どについて弁護士による無料相談会を行います。
　ご高齢の人や障がいがある人、そのご家族や支援者の人はお気軽にご相
談ください。
　なお、ご相談された内容の秘密は厳守します。
日時　11月６日㈫ 13:00～16:00　場所　羽咋市役所１階 101会議室
　１人（組）45分程度の相談となります。原則、事前予約制ですのでご
希望の方は、市地域包括ケア推進室（☎22-0202）までご連絡ください。

パープルリボン運動にご参加を

弁護士による県下一斉無料
法律相談会開催のお知らせ

　　　　　11月11日～17日は税を考える週間
　小中学生の「税に関する作品」を展示します。
展示期間　11月10日㈯～１8日㈰　　
場所　コスモアイル羽咋　　　　　　
問　市税務課（☎22-1113）

　　　　　税に関する説明会
①年末調整説明会　11月16日㈮　13:30～15:30　　
対象　所得税の源泉徴収義務者（給与支払者）
②消費税の軽減税率制度等説明会　11月16日㈮　15:30～16:00
③記帳説明会　11月20日㈫　13:30～15:30
対象　事業所得など（営業所得、農業所得、不動産所得または山林所
得）を有する人
場所　羽咋すこやかセンター（①～③全て）
問　七尾税務署（☎0767-52-3381）※自動音声の後に「2」を選択。

　　　　　日曜納税相談・納付受付
　休日に納税の相談を希望する人は、以下の日時に受け付けますので、
ご利用ください。
日時　11月25日㈰　8:30～12:00　　場所　羽咋市役所税務課
※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。
問　市税務課・収納係（☎22-1113）

今月の納税
納期限 11月30日㈮
国民健康保険税　５期
※市税の納付は便利な
　口座振替で
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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

譲ってください
・デジカメ　・三脚（小型）
・マッサージチェア
・はかり（文字盤付き、50㎏まで計測可能）
・ぶら下がり健康器

　セミナーと個別相談の二部構成で
す。いずれかにご参加しませんか。
日時　11月13日㈫
　　　セミナー 10:00～10:40
　　　個別相談 10:45～11:30
場所　ハローワーク羽咋
問　福サポいしかわ
　　（☎076-234-1151）

　労働保険（労災保険・雇用保険）は、
従業員が業務上災害を被ったり、失
業した際に保険給付を受けられるほ
か、失業の予防・雇用の安定を図る
事業主に対し、必要な援助を行う制
度です。
　従業員を一人でも雇用している事
業主で手続きがお済みでない人は、
早急に労働保険の加入手続きをお願
いします。
　手続きは最寄りの商工会や社会保
険労務士に依頼することもできます。
また、電子申請による届出も可能で
す。
問　七尾公共職業安定所
　　羽咋出張所(☎22-1241)

日時　11月17日㈯ 9:50～10:50
　　　 （受付：９:00～9:40）
会場　邑知中学校　ランチルーム
検定料　無　料
対象　中学生以上どなたでも
申込締切　11月10日㈯までに邑知
公民館まで申し込みください。
※受検申込のあった人に事前にドリ
ルをお渡しします。
※詳細は邑知公民館へお問合わせく
ださい。
　・問　邑知ふれあいセンター
　　　　(邑知公民館)(☎26-0027)

　平成31年成人式を1月13日㈰に
コスモアイル羽咋で行います。
対象者　　
　平成10年4月2日から平成11年４
月１日までに生まれた人で、羽咋市
に住民票のある人。
※就職や進学などで羽咋市に住民票
がない人も参加できます。希望する
人は出身地区の公民館または市生涯
学習課までご連絡ください。
問　市生涯学習課
  　 （☎22‒9331） 

広　告　欄

■人口　21,760人(－45人)
　□男性　10,304人( －21人)
　□女性　11,456人( －24人)
■世帯数　8,553世帯(－６世帯)
＊平成30年10月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【９月中の人口動態】
　□出生　　　     ８人　
　□死亡　　　    28人
　□転入など　    30人
　□転出など　    55人

人口の動き

問・　　市商工観光課（☎22-1118）申

「広報はくい｣をスマホでも
マチイロ(無料アプリ)

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

■市民リサイクル銀行11月分第12回　邑知検定福祉・介護の
仕事セミナー＆個別相談

11月は「労働保険適用
促進強化期間」

申

市成人式は
平成31年1月13日
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議会事務局　22-7160 コスモアイル羽咋　22-9888
図書館　　　　　　22-9777
羽咋体育館　　　　22-3312

ユーフォリア千里浜　　22-9000
公立羽咋病院　　　　　22-1220
羽咋市観光協会　　　　22-5333
シルバー人材センター　22-2700

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

広　告　欄
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旧先端医学薬学研究センターを新たに活用
　飯山町の先端医学薬学研究セ
ンターは、平成10年に開所し、
試験研究事業や薬剤供給事業な
どを行い、医学業界に貢献して
きました。
　しかし、平成27年３月に事
業を停止し、その後の利活用が
課題になっていました。
　このため、同センターを運営
する財団と石川県および本市の
間で協議を重ね、次の３点の方
針で利活用することにしました。
　第１点目は、ジビエ事業をこ
れまで以上に積極展開します。

具体的には、同センターを本市
だけでなく、七尾市・中能登町・
志賀町・宝達志水町を含めた２
市３町のジビエ施設の拠点とし
て整備します。
　第２点目は、「道の駅のと千
里浜」の開業効果のさらなる拡
大を目的として、今年度から
取り組んでいる地域商社機能を
より推進するため、地域商社で
開発した商品の保存や発送など、
その販路拡大につながる拠点と
しても整備します。
　さらに、第３点目として、埋

蔵文化財の新たな保管場所とし
て有効に活用していく考えです。
　平成31年４月から新たな施
設として再スタートする予定で
すので、よろしくお願いいたし
ます。

 （10月２日）
羽咋市長　山辺芳宣

12月１日　住生活総合調査が
行われます

　この調査は、住生活の安定・向上に
係る総合的な施策を推進する上で必要
となる基礎資料を得ることを目的とし
て国土交通省が実施します。
　今回は、10月に実施された住宅・
土地統計調査に回答いただいた世帯の
中から一部を選び、全国で約12万世
帯を対象に行います。11月下旬から
ポスティングにより調査票を配布し、
郵送・オンラインにより回収しますの
で、ご協力をお願いします。
問　平成30年住生活総合調査事務局
　　（☎0120-467-060）
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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７月生)
　11月27日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成29年４月生)
　11月８日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成27年６月生)
　11月７日㈬　12：45～13：15

※乳幼児健診などの日程は、市ホー
　ムページでも確認できます。

はくい子育てサロン（☎22-1518）
　子育て中の方々が、子どもと一緒
にちょっと寄って､ホッとできる場
です。どなたでもお気軽にどうぞ。
場　所　あだちストアジョイフル店
時　間　午前９時～午後４時45分
お休み　年末年始、日曜日、祝日

催 し 物

☆育児講座
　11月７日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「乳幼児期の事故防止と応急手当」
　講師：羽咋消防署
☆育児相談　11月14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　11月21日㈬
　午前10時30分～11時30分
☆お楽しみデー　11月28日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：羽咋白百合幼稚園 

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

と　き 内　　容 ところ
11月 ２日㈮ 透明鍋でご飯を炊こう とき保育園

６日㈫ ★人形劇を楽しもう：ジャックとまめのき こすもす保育園
７日㈬ 遊戯室で遊ぼう 西北台保育所
７日㈬ お外で幼稚園のおともだちと一緒に遊ぼう 羽咋幼稚園
８日㈭ 簡単クッキング！ 千里浜保育所
９日㈮ 指先を使って遊ぼう　 とき保育園
９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㈪ いっしょにあそぼう！　 邑知保育園
13日㈫ 炊き立てご飯でおにぎりを作ろう　　 こすもす保育園

✿大きくなったね(身体測定)
　14日㈬ 絵本って楽しいね 西北台保育所
16日㈮ どんぐりころころ♪　 羽咋白百合幼稚園
19日㈪ つくって食べよう！　お・や・つ 邑知保育園

　 　　　　　　　　　※要予約
　20日㈫ わらべ歌を楽しもう　 こすもす保育園
　27日㈫ 新聞紙であそぼう こすもす保育園
　29日㈭ 保育所のお友達と遊ぼう！ 千里浜保育所
　30日㈮ クリスマスツリーを飾ろう 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
 11月 ★ ７日㈬　午前10 時 30分　ベビーリズムヨガ　講師　杉浦幸代さん　
　 定員：10組　 参加費：無料　　要申込
　　　★10日㈯　午後２ 時 レクリエーション
　　　　10日㈯　午後３ 時 一輪車検定　
　　　★17日㈯　午後２ 時 グラウンドゴルフ大会（予備日24日）　
　　　　17日㈯　午後３ 時 お茶クラブ　講師　辻森 正美 さん　　
　　　　24日㈯　午後３ 時 クリスマスかざり作り　

定員：10人  参加費：100円　　要申込　

こすもす保育園親子育児講座
11月６日㈫　午前10時～11時

「人形劇を楽しもう：ジャックとまめのき」
羽咋おはなし会

羽咋幼稚園　子育て支援
11月２日㈮

午前10時30分～11時30分
「ベビーマッサージ」　先着10組
持ち物：バスタオル､ 着替え､ オムツ
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新着図書のご案内

すぐ死ぬんだから(内館牧子)
文字渦(円城塔)赤い靴(大山淳
子)歪んだ波紋(塩田武士)夏空
白花(須賀しのぶ)襲来上•下
(帚木蓬生)凍てつく太陽(葉真
中顕)蝶のゆくへ(葉室麟)十三

階の神(吉川英梨)スルースキ
ル(大嶋信頼)幻影の明治(渡辺
京二)血圧を下げる最強の方
法(渡辺尚彦)繕う愉しみ(ミス
ミノリコ)amazon(成毛眞)寄
席の底ぢから(中村伸)奥の細
道迷い道(吉行和子)

おれからもうひとりのぼくへ
(相川郁恵)ふたりはとっても
本がすき!(如月かずき)稲妻で
時をこえろ!(小森香折)あいこ
とばは名探偵(杉山亮)カタカ
タカタ(リンシャオペイ)ちいさ

いサンパン(山本忠敬)こちら
ムシムシ新聞社(三輪一雄)ぴ
ちぱちさくさく(若菜ひとし•
きよこ)ぼくにまかせて!(デイ
ヴィット•ウィーズナー)佐藤初
女物語(あんずゆき)ぼくは恐
竜探検家!(小林快次)わけあっ
て絶滅しました。(丸山貴史)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時
■11月の休館日
　  6日㈫・13日㈫・20日㈫・
　27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 ・
どんどん身近になる宇宙の話 よるの本

「面白くて眠れなくなる天文学」
縣　秀彦 /著

「よるのとしょかん」
カズノ・コハラ /著

　天文学は、星や月など身近な天体の
不思議から、宇宙の謎に迫る学問です。
流れ星１コの重さはどれくらい？太陽
の寿命はあと何年？宇宙人とコンタク
トをとるには？など、天文学にまつわ
る面白い話を紹介してあります。

　夜だけ開いている図書館には、カリー
ナと３羽のふくろうたちが働いていま
す。いろんな動物たちが静かな図書館
を大好きです。ところが、リスたちが
演奏しだしたり、おおかみが泣き出し
たり大騒ぎ。カリーナとふくろうたち
はどうしたでしょうか？

眠 く 天 「 」

一般向け 子ども・ティーン向け

●のまりん(野間成之)の紙芝居を楽しもう！●
日時　11月10日㈯　場所　コスモアイル羽咋・研修室
・午後２時～「紙芝居講座」　対象　大人
・午後３時～「紙芝居劇場」　対象　どなたでも

問　市図書館（☎22-9777）

■秋のおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　11月３日㈯　午前10時～11時
場所　図書館内・おはなしコーナー
内容　読み聞かせ＆ミニ工作
■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
日時　11月26日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

●クリスマス工作教室●
日時　11月24日㈯　午後２時～４時
場所　コスモアイル羽咋・研修室
『スノードーム＆Xmasカードをつくろう！』
対象　どなたでも　　材料費　200円
問・申□　市図書館（☎22-9777）

！』
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　　 　子どものころ、私は宇宙に行きた
いと思っていました。羽咋市を訪
れ、このまちがUFOで有名だと知り
ました。そして、宇宙博物館（コス
モアイル羽咋）があると人づてに聞
き、とても興奮しました。石川県に
来て約２週間が経過したころ、初め
て、その宇宙博物館を訪ねました。
　博物館は美しい外観を備えていま
した。私は、そこで展示物を見学し、
UFOが写った写真を見たり、シア
ターで映画を視聴したりと、貴重な
時間を過ごしましたが、そのうちの
何点かは私の想像を超えていました。
また、（この施設のマスコットキャラ
である宇宙人）サンダーくんと一緒
に記念撮影もしました。彼はミステ
リアスですよね？
　残念ながら、私は実際にUFOを見
たことはありませんが、子どもから
大人までが星々について学び、想像
力をかき立てられ、そこへの到着を
思い描ける、そんな場所に巡り会え
たのです。

地元があるからこそ頑張れます
　ちょうどお盆ごろ、広報はくいの
ふるさとさんのコーナーに出てみな
い？と友人から連絡をもらい、久し
ぶりに広報はくいを読ませていただ
きました。市制施行60周年おめで
とうございます。このような節目の
年にお声を掛けていただきとてもう
れしく思います。
　わたしは専門学校卒業までの22
年間を羽咋で過ごしました。
　小学生のときは国体のヨット競技
を見に海へ出掛けたこと、中学生で
はコスモアイル羽咋が完成し、オー
プニングセレモニーに吹奏楽で参加
させていただいたこと、高校生のと
きは千里浜で砂像を作ったり、お正
月に羽咋市内の神社で巫女さんとし
てお手伝いさせていただいたりした

ことなどなど、、、羽咋でどんな風に
過ごしていたかな～と思い返してみ
ると、いろいろと羽咋エピソードが
思い出され、満喫していたんだなと
懐かしく感じました。
　高校卒業後は、和裁技能士を目指
して金沢市の東亜和裁で４年間、着
物の縫製技術を学びました。卒業後
は独立して一年間金沢市で過ごし、
その後10年ほど三重県、愛知県な
どの東亜和裁にて縫製指導員として
後輩の育成に携わり、産休育休を経
て現在は名古屋市の株式会社東亜で
和裁の知識を生かし働いています。
　今年の夏は主人と息子にお揃いの
浴衣を仕立てました。通常は反物一
反から大人用一枚を仕立てますが、
うまくやりくりして一歳用の一つ身

浴衣も仕立てました。ほとんど自己
満足なものですが、写真もたくさん
撮り、良い思い出です。
　最近は羽咋に帰省するのは年に一
度あるかないかくらいですが、私は
石川県や羽咋という地元があるから
こそ、帰る楽しみがあり、県外に出
ていても頑張れる気がしています。
　今年のお盆は主人の実家に帰省し
たため羽咋には帰れませんでしたの
で、この記事が掲載されるころ、心
地よい気候のときに帰省できたらと
思っています。
　千里浜をドライブしたり道の駅に
行ったり、家族や友人や羽咋の皆さ
まの笑顔に会えるのが楽しみです。

渡
わ た べ

部  美
み き こ

希子さん(37歳）
（柳橋町出身、
　　愛知県名古屋市在住）

Since I was a child, I have wanted 
to go to space. When I came to 
Hakui, I learned that the city 
is famous for UFOs. I was very 
excited when I was told that 
there is a Space Museum here. 
I went for the fi rst time about 2 
weeks after I arrived in Ishikawa. 
The museum is beautiful ly 
presented. I had a good time 
looking at the exhibits, looking 
at photos of UFO sightings, and 
watching a fi lm in the cinema, 
even though it was diffi  cult to 
understand some of it. I also had 
my photo taken with Thunder-
kun. He is mysterious, isn't he? 
Unfortunately, I haven’t seen 
any actual UFOs yet, but I have 
found a place that can help 
inspire both children and adults 
to learn, imagine, and reach for 
the stars.

美しい外観のコスモアイル羽咋

　宇宙に興味のある
私にとって、コスモアイ
ル羽咋は本当に素敵な
　　場所です。
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　このモットーからも、剣道の技
術習得はもちろん、いかに“心や
マナー”を大切にしているかがう
かがえます。指導を行っている北
江克伸さんは「特に思いやりのあ
る子になってもらいたい」と話し
ます。
　大事にしてほしいのは“思いや
り”の心。東日本大震災の翌年以降、
教室のメンバーとその保護者らは、
５年連続で宮城県仙台市と名取市
を訪れ、現地の仮設住宅で暮らす
人たちと交流したり、がれき撤去
などを行ったりするボランティア
活動に取り組んできました。
　実際に被災地を訪れたことで、
子どもたち、そして保護者までも
が「“自分たちの日常を当たり前と
考えてはいけない” “自分たちにで
きることはないか”などの大切な
思いを実感できた」と振り返ります。

　毎週月、水、金曜日の午後７時
から邑知小体育館で練習を行って
いる邑知少年剣道教室の皆さん。
以前は、20人以上の児童がメン
バーでしたが、少子化の影響もあ
り、現在は５人。しかし、体育館
には活気あふれる掛け声とともに
威勢よく竹刀を打ち込む音が響き
ます。
　教室には、次の４つのモットー
が掲げられています。
　きちんとあいさつのできる子、
思いやりのある子、丈夫な体の子、
がまんできる子。

　

　藤岡市には、七輿山古墳や白石
稲荷山古墳、平井城・金山城をは
じめとする貴重な文化財が数多く
残され、中でも埴輪は３世紀後半
に古墳とともに登場し、５世紀半
ばになると、さまざまな種類の埴
輪が出そろい、古墳に並べられる
ようになりました。
　市内の牛田地内で出土した「笑
う埴輪」は、下がった目尻、三
日月のように吊り上がった口角、
ユーモラスに笑っていると感じる

人もいるかもしれません。
馬曳き人の埴輪の可能性
が指摘され、平静な表情

のものが多い人物埴輪の中では変
わった存在のものです。
　10月14日、群馬県が東日本随
一の古墳大国であり、古代東国
文化の中心地であったことをPR
する目的で開催された「群馬古墳
フェスタ」の一環として、県内で
出土した数多くある埴輪の中から
最も人気のある埴輪を、県内外の
方々の投票で決定するイベント
「群馬HANI-1グランプリ」に埴
輪100体がエントリーし、本市代

　このボランティア活動が縁とな
り、今年８月11日、今度は、宮城
県仙台市の茂

も に わ だ い

庭台少年剣道クラブ
のメンバーらが羽咋市を訪問。邑
知少年剣道教室と邑知中剣道部の
メンバーとともに合同練習を行い、
交流を深めました。邑知少年剣道
教室の子どもたちが持つ“思いや
り”の心から新たな絆が生まれた
のです。
　また、９月29日には、道の駅の
と千里浜で、教室のメンバー５人
が交通安全を祈願した折り鶴付の
マスコット100個を来場者に配布
しました。道の駅では初となりま
したが、この啓発活動も毎年のこと。
　邑知少年剣道教室の活動を通じ、
子どもたちは大切な“心”をしっ
かりと育んでいます。

剣技だけでなく、心も磨く

表の「笑う埴輪」がグランプリを
獲得しました。
　この「笑う埴輪」は藤岡歴史館
にて12月末まで展示しておりま
すので、羽咋市の皆さん、冬桜と
一緒に見に来てください。

邑知少年剣道教室　メンバー募集！
申□・問　代表　北江克伸（☎26-0478）

邑知少年剣道教室の皆さん

「笑う埴輪」の話
～群馬HANI-1グランプリ獲得！～
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唐戸山神事相撲、熱戦に沸く
　９月25日、２千年の歴史を誇る県無形民俗文化財の唐
戸山神事相撲が、唐戸山相撲場で行われました。
　唐戸山神事相撲では、大相撲のような「東」「西」では
なく、羽咋市の邑知潟を中心に、加賀・越中方面を「上

かみ

山
やま

」、
能登方面を「下

しもやま

山」と呼び、双方の出身力士が“水なし、
塩なし、まったなし”の伝統作法により、大関が決まる
まで力闘を繰り広げます。
　加越能３州の約100人が土俵上で熱戦を展開。力士た
ちの真剣勝負に、会場からも歓声とため息が漏れ、特に
神事相撲では、土俵際にかがり火がたかれ、厳かな雰囲
気の中、白熱した取組が行われました。
　大関を決する“奥弓”といわれる結びの一番では、上
山の西村幸祐さん（津幡町横浜）と下山の綿谷匡光さん
（七尾市湊町）が習わしどおり両者同体で引き分けとなり、
２人とも新大関の座を獲得しました。
　戦勝報告のため、２人は仲間に担がれ、祭神である磐

いわ

衝
つく

別
わけのみこと

命が待つ羽咋神社へ向かいました。
※その他の各部門別優勝者は、市ホームページ参照。

力と技、２千年の伝統継ぐ

①かがり火の中、熱戦が繰り広げられる神事相撲
②大関が決定する「奥弓」結びの一番
③仲間に担がれ、大関獲得を喜ぶ西村幸祐さん(左)
　と綿谷匡光さん(右)

長者川で若衆、観衆が一体に
　９月15日から16日にかけて、羽咋神社の秋季祭礼が
行われ、15日午後９時ごろには祭りのメーンイベントで
ある伝統の“川渡し神事”が長者川で行われました。
　日中、羽咋地区の各町をリレー形式で担ぎ継がれてき
た神輿が、紺屋橋のたもとで２艘の御座舟に乗せられる
と、松

たいまつ

明とちょうちんの明かりで幻想的な雰囲気に包ま
れる中、若衆の威勢のいい掛け声とともに、勇壮に川を
往来し、観衆を沸かせました。
　16日も神輿は祭りのシンボルとして各町を練り、町ご
とに獅子舞などが披露されました。

伝統の川渡し、盛大に往来

何度も長者川を往来する御座舟

①

② ③
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地区対抗で富永が５連覇
　10月８日、今年で52回目となる伝統の市民駅伝祭が開
催され、参加チームは一丸となって、たすきをつなぎ順
位とタイムを競い合いました。地区対抗の部では、富永
が圧巻の５連覇を達成しました。主な成績は次のとおり。
【グループ対抗】男子：①オクトス ②羽咋中ランナーズ
（OP） ③羽咋F.D. /女子：①ベルンとゆかりちゃん ②羽
咋走ろう会大坂 ③粟ノ保ランナーズ
【小学校対抗】男子：①羽咋A ②粟ノ保AC ③邑知A
　　　　　　 女子： ①瑞穂A ②西北台A ③羽咋A
【地区対抗】①富永 ②羽咋 ③邑知 

チーム一丸でたすきをつなぐ

優勝を飾った富永の選手のリレー（地区対抗の部）

羽咋市と氷見市が合同で啓発
　９月27日、羽咋市と氷見市の合同交通安全県境キャン
ペーンが、国道415号チェーン着脱場（白石町）で実施
されました。このキャンペーンは、両市が交通安全意識
の高揚を図る目的で毎年実施され、今年で35回目。両市
の交通安全協会や警察署などの関係者のほか、羽咋市の
邑知小児童、氷見市の明和小児童ら約150人が“交通安
全に県境はない”を合言葉として、ドライバーに啓発チ
ラシなどを配りました。
　啓発活動に先立ち、邑知小４年の山下幹太くんと明和
小３年の大谷内結芽さんが「交通ルールをしっかり守る」
と宣誓しました。

交通安全、心掛けて

「運転手の皆さん、交通安全を心掛けて」

第４回峨山道トレイルラン開催
　10月14日、第4回峨山道トレイルランが開催され、曹
洞宗總持寺二祖「峨山韶

じょう

碩
せき

禅師」が往来したと伝わる古
道約73㌔（輪島市門前町の總持寺祖院～酒井町の永光寺）
の走破に全国から387人が挑み、310人が完走しました。
　今回は、邑知小学校をスタートし、永光寺にゴールす
る10㌔と５㌔のショートコース（５㌔は親子で参加可能）
も新設され、市内外から102人が参加。秋晴れの下、全
員が完走を果たし、ゴール後は、どのランナーも走り切っ
た達成感から充実した表情を見せていました。

伝説の古道 走破に挑む

舗装されていない山道を駆けるランナー

～西屋文子さん（次場町）がステージの緞帳一式を寄贈～
　9月21日、老人福祉センターで“第38回寿文化祭"が開催さ
れ、センター利用者ら60人が舞踊や詩吟、カラオケなどの
発表を楽しみました。
　発表会に先立ち、センター利用者の西屋文子さんがステー
ジの緞帳一式を寄贈したとして、山辺市長から感謝状が手渡
されると、会場からは感謝の意を込めて拍手が贈られました。

寿文化祭、盛り上がる

センター利用者が日頃
の練習の成果を発表

 感謝状を受け取る
 西屋文子さん

※参加者の順位やタイムは、峨山道トレイルランの
　公式ホームページから確認できます。
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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

11/3 ㈯ 9:00～ 羽咋市文化祭（４日㈰まで） 羽咋体育館　ほか 生涯学習課

 9:30～
16:00 勾玉づくり 歴史民俗資料館 文化財室

10:00～ 市顕彰式 　 401会議室 秘書室

10:00～
11:00 秋のおはなし会（読み聞かせ＆ミニ工作） 図書館 図書館

11:30～ 古代米試食 歴史民俗資料館 文化財室

  6 ㈫ 13:00～
16:00 弁護士による県下一斉無料法律相談会 　 101会議室 地域包括ケア

推進室

 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  7 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

12:45～ ３歳児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  8 ㈭ 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 ㈯ 14:00～
16:00 のまりんの紙芝居を楽しもう！ コスモアイル羽咋 図書館

 12 ㈪ 9:15～
10:00 第61回羽咋市社会福祉大会 羽咋体育館 社会福祉協議会

 13 ㈫ 10:00～
11:45 フレッシュママクラス 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 14 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

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

 19:00～
20:30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 15 ㈭ 10:00～ 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

工事の発注状況
（１千万円以上）９月分
◆平成30年度　上水道老朽管更新
事業　配水管布設工事（柴垣第３
工区）（1,340万円、古沢工業㈱）
◆市道邑知31号線改良工事（1,350
万円、㈲一松建設）
※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。

11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。

３日(土･祝）
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町 ☎22-5652
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町 ☎26-0210
　【小児】志賀クリニック
　志賀町高浜町 ☎32-5307

４日㈰
　ひよりクリニック (内科・外科)
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１１日㈰
　いけの整形外科医院
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

１８日㈰
　加藤病院（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-1251
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

２５日㈰
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町 ☎26-0210
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

市

市

２３日(金･祝）
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪 ☎29-3188
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

市

市

市

市
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 16 ㈮ 13:30～
15:30 年末調整説明会 羽咋すこやか

センター 税務課

15:30～
16:00 消費税の軽減税率制度等説明会 羽咋すこやか

センター 税務課

 17 ㈯ 13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
科学実験「身近な不思議」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

13:30～
16:30

羽咋市公民館研究集会
市民憲章助成金贈呈式 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 20 ㈫ 13:30～
15:30 記帳説明会 羽咋すこやか

センター 税務課

13:30～
16:30 介護予防サポーター養成講座 第１回 新邑知公民館（邑知

ふれあいセンター） 社会福祉協議会

 21 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

13:30～
16:30 介護予防サポーター養成講座 第２回 新邑知公民館（邑知

ふれあいセンター） 社会福祉協議会

 24 ㈯ 9:00～ しめ飾り 作ってみよう 歴史民俗資料館 邑知公民館

14:00～
16:00

クリスマス工作教室
『スノードーム＆Xmasカードをつくろう！』 コスモアイル羽咋 図書館

 25 ㈰ 8:30～
12:00 日曜納税相談・納付受付 　 税務課 税務課

9:00～ 羽咋市子ども会ソフトバレーボール大会 羽咋体育館 生涯学習課

14:00～
15:30

図書館映画上映会『モンキー・ラッシュ』
（約76分） コスモアイル羽咋 図書館

 26 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 27 ㈫ 13:00～ ４カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 28 ㈬ 10:00～ すくすく相談 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

 19:00～
20:30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

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「婚活イベント　Happy Train」
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
能登半島最高峰 宝達山

中能登町中能登町

能登半島、白山や立山連峰を一望する眺望
はまさに絶景！山頂まで歩くもよし、ドラ
イブにも最適です。紅葉の季節、ブナが山
頂付近を彩ります。
車でのアクセス　のと里山海道 米出ＩＣ
から約30分
問　企画振興課（☎0767-29-8250）

志賀町の美しい自然・祭り・行事・生活・
産業などを描いた作品を展示します。
【富来展のご案内】
日時　11月10日㈯～18日㈰
場所　富来活性化センター
問　生涯学習センター（☎0767-32-2970）

第30回志賀町を
描く美術展

イタリアで開催された絵本原画コンクール
の入選作による展覧会。25カ国77作家のバ
ラエティに富んだイラストを紹介します。
会期　12月９日㈰まで（会期中無休）
時間　9:00～17:00（入館は16:30まで）
観覧料　一般800円、大高生350円、
　　　　中学生以下無料
問　石川県七尾美術館（☎0767-53-1500）

日時日時　11月18日㈰ 15:00～(入場　無料)　11月18日㈰ 15:00～(入場　無料)
場所場所　ラピア鹿島　アイリスホール　ラピア鹿島　アイリスホール
講演講演　創作落語、創作漫談　創作落語、創作漫談
講師講師　はやおき亭貞九郎　氏　はやおき亭貞九郎　氏
問問　企画課（☎0767-74-2806）　企画課（☎0767-74-2806）

第5回 中能登町
男女共同参画推進講演会

市

「玉ねぎの伝説」
アリレザ・ゴルドゥズィヤン(イラン）

よもやまサロン

第29回（昨年度）大賞作品
「水鏡の水田」　松本 隆（加賀市）

日時　11月27日㈫
 　　　19:00～20:00
会場　羽咋すこやかセンター　
　　　第１･２･３研修室
定員　100人
　　（定員に達し次第受付終了）
参加費　無料
主催　石川県　 共催　羽咋市
問　(社福)県聴覚障害者協会
　 （☎076-264-8615）
　 （FAX 076-261-3021）
　　市健康福祉課・援護係
　 （☎22-3939）
　 （FAX 22-1048）

県民手話講座参加者　募集
日時　11月７日㈬
　　　14:00～15:30
内容　歴史ロマン「こんちま・羽咋」

パートⅡ「能登立国1300年
と羽咋」　

講師　松島　昌幸氏
（羽咋市文化財保護審議会委員・
歴史ロマン ｢こんちま・羽咋｣ 顧問）
集合場所　羽咋すこやかセンター
　　　　　交流サロン
対象　どなたでも（要予約）
参加費　100円（お茶代）
申□・問　市民活動支援センター
　　　　（☎22-9979）

2018イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展
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守の神
　気多大社の参道といえば、一ノ宮海岸の大鳥居から
まっすぐに進む参道を思い浮かべますが、実はもう一
つの参道があります。気多大社から南東の寺家町の集
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（おいで祭り）では、七尾方面からの帰路で、
こちらの参道を通ります。帰社を目前に、馬に乗った
神職らが、門に勢いよく駆け込むところが見どころに
なっています。
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編 集 後 記
■らぶはくい人（23㌻）で取り上げた邑知少
年剣道教室の子どもたちは、人数が少ないなが
らも明るく元気いっぱいに取り組んでいる姿が
印象的でした。代表の北江克伸さんは、記事の
中のキーワード“思いやり”がとてもある人で、
教室のメンバーが行っている被災地の人たちと
の交流も、元々は北江さんのボランティア活動
がきっかけと伺いました。すごくユーモアもあ
り、子どもたちは、そんな北江さんから剣道以
外にもたくさんのことを学んでいるのだと思い
ます。
■今回の峨山道トレイルラン（25㌻）では、開
催日前日の夕方に永光寺をスタートし、輪島市
の總持寺祖院に到着後、ほとんど眠らず、朝５
時のスタートに合わせ折り返すという強者が12
人いたそうです。うち９人が完走。走破した距
離は143㌔！しかも、ロードではなく、整備さ
れていない山道が主です。市民駅伝の約2.1㌔す
らまともに走れない私には、本当に信じられま
せん。 （見附）

市主催
婚活イベント
第１弾

新たな出逢い、探しに行きませんか？新たな出逢い、探しに行きませんか？新たな出逢い、探しに行きませんか？

Happy TrainHappy TrainHappy TrainHappy TrainHappy Train
日時　12月２日 日

■ 男性　羽咋駅に10:30集合
■ 女性　金沢駅に11:30集合
　電車を貸し切って“出逢いの場”
を提供します！羽咋駅から乗車した
男性陣が金沢駅で待つ女性陣を迎
え、羽咋駅に戻るまでの楽しい一時
を過ごします。
　その後、羽咋市での観光を満喫し
ながら交流を深めていただきます。

第２弾
　12月22日㈯～23日㈰には、のと
空港を利用した、東京行き・一泊
二日のイベントも企画中！
　詳細は、次号でお知らせします。
ご期待ください。

　【主なスケジュール】
11:36　　羽咋駅出発（男性のみ）
12:40　　金沢駅で女性が合流
　　　　 ……車内でトークタイム……
14:10　　羽咋駅到着
14:30～　気多大社、コスモアイル羽咋で
　　　　 フリータイム
※参加費必要、終了は17:30予定です。
　詳細は、下記までお問い合わせください。

【申込み・問い合わせ】
㈱日本旅行金沢支店 担当：井上

電話：076-293-6841
メール：kanazawa_mice@nta.co.jp

申込締切　11月26日㈪
　（定員：男女各30人）


