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新社会人としての決意を胸に
　４月６日、市商工会館で、新就職者の
歓迎会・研修会が開かれ、市内11事業所
に新たに就職した29人が出席しました。
　歓迎会では、山辺市長が「職場に愛着
心を持つこと、あいさつを大切にするこ
と、社会人として日々勉強することが大
切。また、健康を保つために自己管理を
しっかりしていただきたい」と新就職者
を激励しました。
　林商工会長は「社会人になれば成果が
求められる。これから一人の大人として
何ができるかを考え、目標に向かって自
己研鑽してほしい」とエールを送りました。
　贈られた言葉に対し、池田希望さんが
新就職者を代表し、「新就職者全員が地
域の皆さんから信頼される社会人となれ
るよう励みます」と決意の言葉を述べま
した。

新就職者代表として挨拶をする池田希望さん
（羽咋郡市広域圏事務組合）
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　続いて山辺市長から一人一人に記
念品として大社焼のマグカップが贈
られ、「がんばってください」との
声掛けを参加者はしっかり受け止め
ました。

　また、歓迎会と合わせて、新社会
人研修として、キャリアオフィスみ
のわの箕輪紀子氏を講師に招いた

「ビジネスマナー研修」も開かれま
した。研修では、社会人としての心
構えなどの講義の後、身だしなみや
あいさつ、名刺交換などの所作をグ
ループワーク形式で学びました。参
加者はこれからの生活に生かすため
真剣に取り組み、社会人としての新
たな一歩を踏み出しました。

　　チェックリストで互いの身だしなみを
　　確認し合う参加者

　　講師から名刺交換の基本動作を教わる
　　参加者

参加された新就職者のみなさん（事業所名順不同、敬称略）

アルプス工業（株）

休暇村能登千里浜

創和テキスタイル（株）

たきのーほーむ風和里

大島　賢

岩田　千明

新木　莉歩
谷口　力斗
門下　実加
飛澤　颯飛
南出　花音
堀井　優紀

関軒　大和

社会福祉法人 眉丈会

まこと歯科クリニック

（株）マルゲン

御祖酒造（株）

羽咋郡市広域圏事務組合

表　　翔也
神野　美冴

別所　沙織

宮形　樹生
干場　美晴

吉森　沙希

池田　希望

（株）北陸モンベル

羽咋市役所

下村　優妃
古府　公佳
岡田　玲奈
高澤　幸翼
小松　桜輝
瀬口　海光
北口　友里菜
五十嵐　舞夏

中瀬　莉奈
山本　大輔
広島　麻鈴
井戸　孝洋
干場　友聖

計11事業所 29人
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新就職者へ 新就職者へ インタビュー新就職者へ 新就職者へ インタビュー新就職者へ 
御
祖
酒
造
株
式
会
社

製
造
部　

吉よ
し
も
り森 

沙さ

希き 

さ
ん

自己紹介をお願いします。
東京都練馬区出身の22歳、東京農業大学で発酵の勉強をしていました。

今の会社に入社を決めた理由は？

大学で発酵について勉強する中でお酒づくりに興味を持っていたところ、能登町に住む
父に勧められて飲んだ御祖酒造の遊穂の味に感動し、2017年に藤田社長に直接連絡をと
り、酒蔵見学をさせてもらいました。その後社長の勧めで２週間ほど実習を受けさせて
もらい、御祖酒造で働きたいという思いが生まれました。

入社するまでに不安などはありましたか？
事前に実習を受けさせてもらっていたこともあり、不安は全くありませんでした。

いまどんな仕事をしていますか？
お酒づくりは冬が本番ですので、今は遊穂の味の軸になるお米「能登ひかり」を作って
いる農業法人グリーンハートさんに派遣され、遊穂の原料がどのように作られているの
か、日々勉強しています。

職場の雰囲気はどうですか？
御祖酒造の実習中は、朝夕のご飯を一緒に食べる習慣があり、とても雰囲気の良いとこ
ろでした。この良い空気が、良いお酒を作ることのできる理由の一つなのかな、と思い
ました。

これから挑戦したい事や将来の目標は？
遊穂の味をもっと多くの方たちに知ってもらいたい、飲んでもらいたいという気持ちが
あり、少しでもその力になれたらと思っています。
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インタビュー新就職者へ インタビューインタビュー新就職者へ インタビューインタビュー
株
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自己紹介をお願いします。
羽咋工業高校出身の18歳、千里浜町在住です。小学校までは金沢市にいましたが、小さ
いころに千里浜のお祭りを見て「自分もこれに参加したい」と思っていました。家族の引っ
越しの際にはワガママを通してもらい、千里浜に住むことが実現しました。

今の会社に入社を決めた理由は？
市内で有数の大きな会社だったからです。中学２年生のときに北陸モンベルができて、
その大きさに衝撃を受けたのを覚えています。また、高校の時に企業見学する機会があり、
そのときに現場も見せてもらい、とても良いところだなと感じました。

入社するまでに不安などはありましたか？
学生時代は野球部に所属しており、最低限の礼儀はできていると考えていたので、さほ
ど不安はありませんでした。

いまどんな仕事をしていますか？
新採職員は、工場内の６つの工程をローテーションしていきます。私は入社して１週間
ほどは品質管理の仕事をしており、工場から送られてきた商品の中から何点かピックアッ
プし、縫製の出来や針が混入していないかなどをチェックしています。

職場の雰囲気はどうですか？
職場の上司や先輩はみなさん優しく、たいへんありがたいです。とても良い職場だと思っ
ています。

これから挑戦したい事や将来の目標は？
仕事を完璧にマスターして、今の先輩たちのように、後輩ができたときに質問にしっか
り答えて教えられるようになりたいです。



100歳
おめでとうございます
橋元きみさん(福水町)

　３月25日に100歳の誕生日を迎えた橋
元きみさん。
　福水町会館で、山辺市長が花束とお祝
い品を贈り、「橋元さんは、身の回りのこ
とは自分でできると伺っています。健康に
100歳を迎えられたことに心からお祝い申
し上げたい」と祝福。橋元さんは「元気に
生んでくれたことに感謝しています」と笑
顔で喜びました。
　橋元さんは、福水町の地域サロンに通う
人として初の100歳以上の参加者となるそ
うです。

山辺市長から花束を贈られ
笑顔を見せる橋元さん（中央）
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　羽咋ライオンズクラブが羽咋中学校に電子黒板３台、邑知中
学校にテレビモニター３台をそれぞれ贈りました。
　同クラブが結成55周年を迎え、また、市制施行60周年であ
ることを記念し、３月22日に、同クラブの大塚幸男会長が山
辺市長にこれらの寄贈目録を贈呈し、山辺市長からは感謝状が
贈られました。
　山辺市長は「学校教育のた
め、有益に活用したい」と感
謝し、大塚会長は「羽咋ライ
オンズクラブ、市がそれぞれ
節目を迎えたことを記念し、
われわれのできる範囲で役
に立ちたいと考え、教育関
係に寄贈させていただいた」
と申し添えました。

　３月18日、羽咋公民館カラオケ教室“ふじの会”が、前日
に宝達志水町で開催された“ふじの会＆歌仲間チャリティラン
チコンサート”の募金と収益金を合わせた計５万円を市に寄付
しました。
　ふじの会の代表を務める藤塚久美子さんが山辺市長に寄付金
を手渡し、「公民館活動の充実のために役立ててほしい」と伝
えました。山辺市長は「カラオケは元気の源。歌っている方も
聴いている方も元気になる」
と話し、「寄付金は有効に活
用させていただきます」と感
謝しました。
　なお、ふじの会のチャリ
ティーコンサートは、東日本
大震災をきっかけにスタート
し、今年で８年目。毎年、そ
の善意を市に寄付していただ
いています。

羽咋ライオンズクラブが
教材備品を寄贈

ふじの会が寄付

～学校教育で生かして～

～歌でまちを元気に～

山辺市長に目録を贈る大塚会長（右）

  山辺市長に寄付金を手渡した
  藤塚久美子さん（左）

山出かをるさん(粟生町)

　4月12日に100歳の誕生日を迎えた山出
かをるさん。
　眉丈園で、山辺市長が花束とお祝い品を
贈り、「山出さんは、大正・昭和・平成と
３時代をしっかり家族を支え、地域のため
に尽力されてきたと伺っています。令和の
時代も元気に過ごしてほしい」と祝福。山
出さんのご家族が「盛大にお祝いしていた
だき感謝しています」と答えました。

ご家族と施設の皆さんからお祝いされる
山出さん（前列左から２番目）
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　３月12日、市と国立能登青少年交流の家との間で、
プログラミングと英語教育の推進にかかる連携協定が
結ばれました。この協定は、2020年度に学習指導要
領が改定され、小学校の英語が教科となり、プログラ
ミング教育が必須化することから、それぞれの教育を
市と青少年交流の家とが連携して取り組んでいくこと
に合意したものです。
　協定締結により、新年度からは市内の小学５、６年
生が青少年交流の家を利用し、泊まり込みで留学生や
外国語指導助手らから英語を学ぶ合宿の実施が検討さ
れるほか、教職員を対象としたプログラミング教育の
研修が行われる予定です。

英語とプログラミング教育で連携
～市と国立能登青少年交流の家が協定締結～

協定書を交わした八島教育長(左)と中山敏泰所長(右)

　３月15日、英検準２級を取得した粟ノ保小
６年の中山善仁くんが市教育委員会の奨励賞を
受賞しました。
　準２級を取得し、奨励賞を受賞するのは中山
くんが小学生で初めてのことです。「小学２年
の時に英語に興味を持ち独学で勉強を始めまし
た。６年からは、みんなと一緒に楽しく勉強で
きました」と話し、「好きなスポーツはバスケッ
トボール。将来は、アメリカ留学をしてNBA
選手を目指したい」と力強く語ってくれました。

　４月１日、羽咋市に新しく採用された地域お
こし協力隊に辞令が交付されました。
　辞令を受けたのは、千葉県から移住した澤村
悠行さんと、東京都から移住した村田大輔さん。
それぞれのと里山農業塾と市農業参入支援セン
ターへの配属となります。
　地域おこし協力隊の皆さんには、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。

英検準２級取得の
中山善仁くん(粟ノ保小)を表彰

新たな地域おこし協力隊に
辞令交付

～小学２年から独学で勉強～ ～自然栽培の普及に意欲～

独学で勉強に励み、英検準２級に合格した中山くん 辞令を手にした澤村さん（左）と村田さん（右）
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市交際費(Ｈ30.10～Ｈ31.3)の状況をお知らせ

市民行財政改革委員会委員を募集します

問い合わせ　市秘書室・秘書都市交流係（☎22-0771）

問い合わせ　市総務課・行革推進係
（☎22-7161、ファクス22-7135、メールアドレスpost@city.hakui.lg.jp）

　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年度下半期の状況をお知らせします。
　平成30年度下半期の支出総額は、305,605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。

募集人数　２名程度
募集資格　20歳以上の羽咋市民で市の行財政について関心があり、積極的に提言いただける人
委員任期　令和元年６月から令和２年３月
応募期限　５月24日㈮
応募方法　下記問い合わせ先まで、住所、氏名、電話番号をご連絡ください。

平成30年度(下半期)の市交際費の状況
分類 件数 金額 主な内容

弔費 2件 21,600円 公職者などへの生花
祝費 17件 77,380円 叙勲祝い、当選祝いなど
会費 24件 148,300円 各種団体の総会への出席者負担金など
謝礼、激励費 9件 58,325円 県人会への特産品提供など
合計 52件 305,605円

　

ふるさと納税の寄付額が過去最高に

問い合わせ　市６次産業創生室（☎22-5941）

　平成30年度、本市のふるさと納税額が３億
8,435万円（12,866件）になりました。これは
前年度の約1.43倍で、過去最高の寄付額です。
　返礼品で人気なのは“自然栽培コシヒカリ「羽
咋米」”。定期的に羽咋米を届ける定期便コースも
あり、都市部の安全・安心な食を求める消費者の
声をしっかりと受け止めています。続いて、以前
から好評の“のとしし”もスライス肉やソーセー
ジが上位にランクインしています。
　今後も、さらなる羽咋の魅力発信に努め、寄付
の拡大を目指します。

7,044万円

２億2,440万円

２億6,830万円

３億8,435万円

寄付額の推移

H30年度H29年度H28年度H27年度
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危険区域
Ｌ（幅）　　=　２×Ｈ　（高さ）

傾斜角度
30°以上

Ｈ=高さ
３　ｍを超える

問い合わせ・申込み　市地域整備課（☎22-1119）

　島出町の定住促進分譲地「夕日ヶ丘」が好評販売中です。
千里浜I.Cまで車で３分、千里浜海岸まで徒歩５分、分譲
地向かいの児童公園が６月にリニューアルオープンしま
す。光と風が通る明るい区画。上下水道完備で負担金は不
要です。
　分譲価格は351万円からで、最大300万円の助成金を受
けることができます。羽咋市では「結婚・出産・子育て・
教育」を強力にサポート。残り18区画です。お早めにお申
し込みください。

分譲地概要（全24区画）
■所在地：羽咋市島出町上1-2他
■分譲単価：18,000円/㎡（約59,500
円/坪）■区画面積：約198㎡～（約
60坪～）■用途地域：第１種中高層
地域■建ぺい率：60％　■容積率：
200％　■上下水道：羽咋市上水道・
下水道(負担金不要）■交通：ＪＲ羽
咋駅　1.2km　■周辺環境：保育所 
0.6km、羽咋病院 0.9km、羽咋小学校 
0.8km、羽咋中学校1.1km

｢夕日ヶ丘｣販売中｢夕日ヶ丘｣販売中

分譲価格351万円～
上下水道完備(負担金不要)

残り18区画
分譲受付中

がけ地防災対策工事費を補助します
　住宅に接するがけ地で、がけ崩れを防止
するための対策工事や災害時の応急復旧工
事に要する費用の一部を補助します。

①補助金額は工事に要する費用の２分の１以内（限度額100万円）
②市民が実際に住んでいる住宅が対象となります
③がけ地の高さが３ｍを超える、傾斜角度30°以上
などの条件があります

助成金最大
3 0 0万円

定住促進分譲地
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まちづくり出前講座
　「市役所の人に、こんなことを聞いてみたい」そんな気持ちに応えます。
　お電話ください。市職員が、皆さんのまちへ出向きます。
開催時間　午前９時～午後８時(２時間以内)
開催場所　羽咋市内(講師料は無料)
出前対象　10人以上の団体･グループ(原則として、市内在住か在勤･在学の人)
申 込 み　申込用紙は、市役所・公民館・コスモアイル羽咋に用意してあります。
希望するテーマを１ヵ月前までに、市生涯学習課(☎22-9331)へ申し込んでください。

№ 講　座　名 内　　　　　　容 担　当　課

1 市民窓口課窓口業務について 戸籍のはなし、各種証明書の申請方法、印鑑登録、マイ
ナンバーカード取得の方法などについて 市民窓口課

2 後期高齢者医療制度について 制度の内容や保険料の決め方について 市民窓口課

3 全員加入です！国民年金 国民年金制度の概要と保険料のしくみについて 市民窓口課

4 国民健康保険や制度のしくみ
について

①国保制度の概要と各種給付について ①市民窓口課
②国保の保険税のしくみについて
　(１月～６月は除く) ②税務課

5 身近な税のはなし 所得税、市民税制度のあらましと課税のしくみについて
（１月～６月は除く) 税務課

６ 障害者福祉サービスについて 障害者総合支援法のしくみとサービスについて 健康福祉課

７ 子育て支援について 子育て支援体制や施設の現状について 健康福祉課

８ 育児講座
子育て全般について（子育て中の保護者）
予防接種の種類と受け方について
乳幼児の発育や発達、栄養、虫歯予防について
妊娠中の過ごし方について

健康福祉課

９ 生活習慣病予防について 働き世代のための生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異
常症など）の予防法について 健康福祉課

10 特定健診、がん検診について
受診方法、検査内容について
乳がん自己触診について
がん予防について

健康福祉課

11 高齢者の支援について 介護保険制度全般のしくみ（申請からサービスを受ける
まで）や介護保険外在宅サービスについて 地域包括ケア推進室

12 介護保険制度について 介護保険制度や地域包括ケアシステムについて 地域包括ケア推進室

13 介護予防について いつまでも元気で生活するための介護予防について 地域包括ケア推進室

14 認知症サポーター養成講座
認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守るサ
ポーターとなり、将来の自分たちも安心して暮らせるま
ちづくりについて

地域包括ケア推進室

15 羽咋はつらつ体操 羽咋はつらつ体操実技 地域包括ケア推進室

16 自分らしい最期について 自分らしい最期を迎えるための話し合いについて 地域包括ケア推進室

17 歯と口の健康教室 口腔機能と口腔ケアについて 地域包括ケア推進室

18 地域の支え合いについて 支え合い、助け合いができる地域づくりについて 地域包括ケア推進室

19 羽咋市の防災対策 防災について 環境安全課

20 ごみの減量について 羽咋市のごみの現状とごみの分別について 環境安全課

21 ご存知ですか水道事業
財政状況、収支について
水道水ができるまで
水の使用量、水質のお問い合わせについて

地域整備課

22 明日の下水道 下水道事業の展開、整備状況、施設の維持管理について 地域整備課
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№ 講　座　名 内　　　　　　容 担　当　課

23 羽咋市の都市計画 都市計画について 地域整備課

24 消費者問題について 日々、巧妙になる悪質商法から身を守るためのポイント
と具体例について 商工観光課

25 羽咋市の情報公開制度について 情報公開制度の仕組みと公開請求手続きについて 総務課

26 がんばる羽咋創生総合戦略について
羽咋市における人口減少を抑制し、地域経済の活性化と
持続可能なまちづくりのための戦略について

まち・ひと・しごと創
生本部事務局

27 羽咋市のまちづくりについて 市民提案型まちづくり支援事業について 企画財政課

28 羽咋市の令和元年度予算と財政状況について 令和元年度羽咋市の主要事業と財政状況について 企画財政課

29 議会のしくみ
議会の基本について
議会・議会事務局の役割について
請願・陳情の提出方法について

議会事務局

30 学校教育の指導指針について 教育活性化プランを含め、羽咋市の各学校における教育
方針に関する説明など 学校教育課

31 羽咋市の歴史や文化財の概要について 羽咋市の歴史や文化財の概要について 文化財室

32 生涯スポーツのすすめ ペタンク・グラウンドゴルフなどの実技指導 生涯学習課

33 まちづくり相談
NPO、ボランティア、まちづくりなどの市民活動に関
する相談やボランティアをしたい方、してほしい方の相
談、または事例を紹介

市民活動支援センター

34 防火講座 市内の火災状況について
火災予防の知識や消火実習 羽咋消防署

35 応急手当講習会 応急手当の基礎知識、応急手当の実技(人工呼吸法ほか) 羽咋消防署

36 消防署見学 消防車両、通信指令室の見学 羽咋消防署

37 市内施設見学 皆さんの希望にお応えします 関係課

いっしょに、にほんごをまなびませんか

申込み・問い合わせ　市生涯学習課（☎22-9331）

Do you want to improve your Japanese? 
You can not only learn Japanese but also talk about 
daily life together.
You can make new friends here. 
Please come and join us.

　羽咋郡市に在住の母国語が日本語でない人を対象とした、
日本語教室を開催しています。
  日本語を学ぶだけでなく、日常生活の中で、困ったこと
や、悩んでいることを一緒に考える教室になっています。
　いろいろな国の人と日本語を学びながら交流を深めま
しょう。
  ボランティア希望の方も、ぜひ一度のぞいてみてくださ
い。

Lesson days: On the second and the 
fourth Wednesday every month.
Time：7:00 to 8:30 pm.
Place：Hakui public hall

開催日　毎月第２・４水曜日
時　間　午後７時～８時30分
会　場　羽咋公民館３階　研修室
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あなたの　　　あなたの　　　　を守るためにを守るためにあなたの　　　あなたの　　　　を守るためにを守るためにあなたの　　　　を守るために健康健康健康健康健康

問い合わせ・申込み　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）

１ 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をサポートします。

１　開催日　５月16日㈭､６月６日㈭､７月４日㈭
２　時　間　10:00～11:30
　　　　　　（受付：9:30～）
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　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

６　講　師　健康運動指導士　元橋美津子氏
７　持ち物　参加費、飲み物、タオル、マット
　　　※マット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。
８　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。現在治療中の方は主治医に
相談の上、申込みください。

２ 市民健診のご案内
　今年の市民健診は６月から始まります。市民健診に関する書類等のお届けに関しては以下のとおりです。
詳細は「市民健診のご案内」冊子または６月号の広報にてご確認ください。

お届け物 対象者 お届け方法 時期

「市民健診のご案内」（冊子） 町会に加入している全世帯
（一部アパートを除く） 世帯配布 ５月９日以降

「特定健康診査受診券」（封筒） 40～74歳で国民健康保険に加
入している人 郵送 ５月27日～

５月31日
「がん検診等受診券」（はがき） 40～74歳の市民

※町会に加入していない世帯の人で「市民健診のご案内」冊子が必要な場合は、市役所１階④～⑪
番窓口もしくは羽咋すこやかセンター１階　健康推進係の窓口に用意してありますのでご自由に
お持ちください。

問い合わせ　市健康福祉課・援護係（☎22-3939）

　一刻を争う災害等での救護をはじめとする日本赤十字社の様々な活動は、市民の皆さまからお寄せいた
だくご寄付に支えられています。
　赤十字の活動資金にご協力ください。
　日本赤十字社の活動資金は、“会費”を協力してくださる“会員”“協力会員”によって支えられています。
　毎年５月を赤十字運動月間として、会費の納入依頼と新たな赤十字会員加入を呼びかけています。

５月は“赤十字運動月間”
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クラス名 プレパパプレママクラス フレッシュママクラス

対　象 妊娠中の夫婦
（ママだけ、パパだけでも可）

産婦と乳児
（生後４カ月ごろまで）

月　日 ５月18日㈯ ５月20日㈪
時間

【要予約】 ９:30～11:45（受付 ９:15～） 10:00～11:45（受付 ９:45～）

場　所
羽咋すこやかセンター　２階

健診室 和室

内　容
・妊娠中の身体のこと
・分娩・母乳育児のこと
・パパの妊婦体験・沐浴練習

・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、飲み物 母子健康手帳、飲み物
お子様のお世話グッズ

両親学級　両親学級　パパも育児に協力できるよう、この機会に一緒に参加してみませんか？パパも育児に協力できるよう、この機会に一緒に参加してみませんか？両親学級　パパも育児に協力できるよう、この機会に一緒に参加してみませんか？

　

申込み・問い合わせ　市健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター１階)(☎22-1115）

あそびの教室　あそびの教室　～子どもの発達や育児の悩みはありませんか～～子どもの発達や育児の悩みはありませんか～あそびの教室　～子どもの発達や育児の悩みはありませんか～
　就学前のお子さんの発達について心配を持つ保護者を対象にあそびの教室を開催します。
　教室では遊びや個別での相談を通して、お子さんの心や言葉の成長が促されるように、
保健師をはじめ、保育士や子どもの成長・発達に詳しい相談員がお手伝いをします。
　特に、以下のような心配をお持ちの人は、ぜひご利用ください。

・自分の気持ちや欲求をうまく表現できず、かんしゃくを起こしやすい
・落ち着きがなく、集中して遊べない　
・同じ年齢の子と比べて言葉が遅い　・他の子と遊ぼうとしない

対象者 お子さん（就学前）の発達や育児に対して心配を持つ保護者

場　所 羽咋すこやかセンター　２階　和室

時　間 14:45までにお越しください。（受付：14:30～14:45）

内　容 自由遊び、親子遊び、個別相談（終了後、各自解散となります）

日　程
令和元年　５月７日㈫　 ６月４日㈫　 ７月２日㈫　 ９月３日㈫
　　　　10月１日㈫　11月５日㈫　12月３日㈫　
令和２年　２月４日㈫　 ３月３日㈫

持ち物 飲み物（お茶など）

上記の日程は、広報の市民カレンダーに掲載しますので、ご確認ください。

３日前まで
に要予約

要予約
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　本年度の国民健康保険税を次のとおり改正させていただきます。

１　賦課方式（算定方法）の変更と税率改正について
　本市では国保運営の都道府県単位化に伴い、国保税の賦課方式を県内標準の算定方法に合わせ、資産割
のない３方式に変更します。図１のとおり、医療分と支援分については、保険税率が急激に変わらないよ
う、今年度から２カ年をかけて資産割を縮小して所得割に移行しながら資産割を廃止します。今年度の税
率については、図２のとおりです。

医療分
（４方式）

支援分
（４方式）

介護分
（２方式）

所得割 所得割 所得割

資産割 資産割 ―

均等割 均等割 均等割

平等割 平等割 ―

平成30年度まで
医療分
（４方式）

支援分
（４方式）

介護分
（３方式）

所得割 所得割 所得割

資産割
（1/2）

資産割
（1/2） ―

均等割 均等割 均等割

平等割 平等割 平等割

令和元年度

所得割・・・加入者の世帯の前年中の基準総所得額に応じて課税
資産割・・・加入者の所有する土地、家屋の固定資産税額に応じて課税
均等割・・・加入者の人数に応じて課税
平等割・・・１世帯ごとに課税

羽咋からも多数出品！！  石川県立歴史博物館 春季特別展
「いしかわの神々　－信仰と美の世界－」

　石川県の信仰文化を代表する｢白山｣｢気多｣｢石動山｣をはじめ、加賀・
能登の｢神と仏｣の祈りの文化財が一堂に会する展示です｡
　羽咋市からも､国指定重要文化財『木造阿弥陀如来坐像』(正覚院)､県指
定文化財『気多神社文書』(気多大社)､市指定文化財『福水ヤシキダ古密教
仏具』(個人)､寺家遺跡出土品(羽咋市)など多数出品されます。

会場　石川県立歴史博物館（金沢市出羽町）
会期　４月27日㈯～６月２日㈰
観覧料　一般800円、大学生640円
※高校生以下は無料
問い合わせ　市文化財室(☎22-5998)

正覚院
「木造阿弥陀如来坐像」
（国指定重要文化財）

国民健康保険税の改正について

（図１）保険税の賦課方式の変更イメージ
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　 　 平成30年度 令和元年度 増減

（
全
て
の
加
入
者
）

医
療
給
付
費
分

所得割 5.00% 5.70% 0.70%

資産割 28.00% 14.00% △14.00%

均等割（加入者１人あたり） 23,000円 23,000円 0円

平等割（世帯割） 24,000円 24,000円 0円

賦課限度額 580,000円 610,000円 30,000円

（
全
て
の
加
入
者
）

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

所得割 1.80% 2.10% 0.30%

資産割 4.00% 2.00% △2.00%

均等割（加入者１人あたり） 10,000円 10,000円 0円

平等割（世帯割） 8,000円 8,000円 0円

賦課限度額 190,000円 190,000円 0円

（
40
歳
〜
64
歳
の
人
）

介
護
納
付
金
分

所得割 1.80% 1.80% 0.00%

資産割 - - -

均等割（加入者１人あたり） 16,000円 11,000円 △5,000円

平等割（世帯割） -         5,000円  　   5,000円

賦課限度額 160,000円 160,000円 0円
※本年度の保険税額の決定通知書は７月中旬に、送付する予定です。
　賦課限度額の改正は国の税制改正によるものです。

２　国民健康保険税の軽減対象が拡大されました
　国民健康保険税は、世帯の所得額（世帯主および国保加入者の所得の合計額）に応じて、均等割と平等
割が軽減されます。
　この軽減の基準が４月から次のとおり改正され、５割軽減と２割軽減の対象世帯が拡大されました。
　この軽減を受けるには、前年分の所得を申告している必要があります。

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

軽減対象者の要件（世帯の所得額）

軽減区分 平成30年度

７割軽減 33万円以下

５割軽減 33万円+被保険者数×27.5万円以下

２割軽減 33万円+被保険者数×50万円以下

令和元年度

33万円以下（改正なし）

33万円+被保険者数×28万円以下

33万円+被保険者数×51万円以下

（図２）今年度の税率
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　石川県と羽咋市は、海岸線を中心とした大切な松を守るため、大型噴霧機や無人ヘリコ
プターを使って、松くい虫を防除します。
　５月29日から順次実施しますので、関係地区の皆さんのご協力と十分な注意をお願いし
ます。

問い合わせ　市農林水産課・林業水産係（☎22-1116）

散布区域図

～散布区域の皆さん、ご協力を～

１　使用薬剤
　　スミパインMC
２　注意事項
 １)通常の使用では、人体にまったく無害ですが、当日
散布区域に入らないでください。

 ２)山菜などの採取は、散布後２週間ほど中止してくだ
さい。

 ３)農作物については、薬害防止のため離れて散布しま
すが、ミツバチは被害を受けやすいので散布前に移
転しください。

 ４)養魚､ 小鳥などは、室内に入れるか覆いを掛けてく
ださい。

  ５)防除時間帯は、洗濯物を屋外に出さないでください。
 ６)自動車、そのほかの塗装などに対する被害防止として、
車庫に入れるかシートなどを掛けてください。もし薬
が付着した場合は、速やかに水洗いしてください。

3　実施予定日

地上散布区域
①一ノ宮、寺家、
　滝、柴垣地内
（農免道路沿い）
②国立能登青少年
　交流の家周辺
　5月29日㈬

空中散布区域
④大川、釜屋地内
（釜屋海岸沿い）
　新保、粟生、
　兵庫、千里浜地内
　（のと里山海道沿い）
　5月29日㈬

地上散布区域
③千里浜、島出地内
　6月  5日㈬

４　地上散布時間
　　いずれも午前４時から午前11時ごろまで
　（雨天および風速5㍍以上の場合は、翌日以降に延期します)

散布日 散布方法 散布区域

5月29日㈬
地上散布

①一ノ宮、寺家、滝、柴垣地内
　（農免道路沿い）
②国立能登青少年交流の家周辺

6月  5日㈬ ③千里浜、島出地内
　（のと里山海道沿い）

5月29日㈬
空中散布

④大川、釜屋地内（釜屋海岸沿い）
　 新保、粟生、兵庫、千里浜地内
　（のと里山海道沿い）

5月30日㈭ ⑤柴垣地内（長手島）

5月29日から　松くい虫防除を実施

空中散布区域
⑤柴垣地内(長手島)
　5月30日㈭
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問い合わせ　市企画財政課・企画統計係（☎22-7162）

　2019年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、2019年６月１日時点で実施し
ます。
　調査をお願いする製造事業所へは、５月中旬から調査員がお伺いします。お忙しい時期とは存じますが、
ご回答いただきますようお願いします。
　なお、皆さまから提出していただく調査票については、統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されます。

工業統計調査にご協力を

鳥獣被害を防ぐために
～市からの支援・助成をご紹介～

１　電気柵の貸し出し
　農作物などへの被害を防ぐために電気柵の
貸し出しを行っています。貸し出しを希望す
る人は町会などを通じて申請を行ってくださ
い。

３　狩猟免許取得の助成
　【新規】　
　⑴対象者   羽咋市在住で新規で狩猟免許を

取得した後、石川県に狩猟者登録をし、
有害鳥獣捕獲従事者として捕獲業務を遂
行できる見込みのある人

　⑵助成金額 
　　第１種銃猟免許　30,000円
　　第２種銃猟免許　30,000円
　　わな猟免許　　　10,000円

２　イノシシ捕獲奨励金の交付
対象者と対象期間 　
①有害鳥獣捕獲従事者証の交付を受けた人は
１年を通じて交付対象となります。
②狩猟者登録を行っている人は11月から３
月が対象期間となります。
奨励金額（一頭あたり）　国と市から8,000
円～23,000円、その他にＪＡはくいから成
獣3,000円、幼獣2,000円が交付されます。

　【更新】
　⑴対象者　羽咋市在住で平成31年４月１日

以降に狩猟免許を更新した人
　⑵助成金額　
　　第１種銃猟免許　15,000円
　　第２種銃猟免許　15,000円
　　わな猟免許　　　  5,000円

※イノシシやクマなどを目撃された場合は刺激しないように、静かに立ち去りましょう。
　 鳥獣の被害や対策等については市農林水産課までご相談ください。

問い合わせ　市農林水産課（☎22-1116）  休日・夜間（☎22-1111）
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【国民年金】 付加保険料を納めませんか

行政相談を受け付けます

「ヘルプマーク」を見
み

かけたら、援
え ん じ ょ

助や配
は い り ょ

慮をお願
ね が

いします

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

問い合わせ　市市民窓口課（☎22-5940）

　付加保険料を支払った期間分は、将来の老齢基礎年
金に上乗せして付加年金を受給することができます。
　付加保険料の納付を希望する人は、市市民窓口課で
お手続きください。
　ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保
険料を納めることはできません。

　毎年５月は「さわやか行政サービス推進月間」です。
市では、総務大臣から委嘱された行政相談委員の田

た じ ま

嶋学
まなぶ

さん(柳田町)
と萬

かずさわ

沢民
た み こ

子さん(千里浜町)が、市民の皆さんからの行政全般にわたる
相談を受け付けています。

付加保険料の保険料額(月額）400円
支給される付加年金額(年額）200円　×　付加保険料納付月数

例)20歳から60歳まで40年（480月）の間、付加保険料を納めた場合
　 納付金額　400円×480月＝19万２千円に対して
　 付加年金　200円×480月＝ ９万６千円（年額）
　 が老齢基礎年金と合わせて一生涯支給され、２年間で元が取れます！

　付加保険料とは、国民年金の第１号
被保険者の方が、将来もらえる年金額
を増やすために通常の国民年金保険料
に上乗せして支払う保険料のことです。

こんなメリット
があります！

＜定例相談＞
１　日時　原則毎月第３水曜日
　　　　　午後１時30分～午後４時
２　場所　市役所１階・市民相談室
３　相談できること　行政の仕事に
　　関すること、相談窓口について
　　の案内など

●特設人権相談も開設●
　特設人権相談も開設します。
人権相談委員が無料で相談を
お受けします。秘密は固く守
られますので、気軽にご相談
ください。
１ 日時　
　 ６月３日㈪
　 午前10時～午後３時
２ 場所　
　 市役所１階・101会議室

※次のところでも、土日・祝日
を除く毎日、専門の担当者
が相談を受け付けています。
◆総務省石川行政評価事務所
　（☎076-222-5232）
◆行政苦情110番
　（☎0570-090110）

「ヘルプマーク」は、外
がい け ん

見からは分
わ

からなくても
援
えんじょ

助や配
はいりょ

慮を必
ひつよう

要としている人
ひと

が、援
えんじょ

助を得
え

やすく
なるよう、周

しゅうい

囲に援
えんじょ

助を必
ひつよう

要としていることを知
し

ら
せるために作

さくせい

成されたマークです。
ヘルプマークを持

も

っている人
ひと
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み

かけた場
ば あ い

合は、
電
でんしゃ

車やバス内
ない
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せき
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るなど、援
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ねが
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または市
し

健
けんこう

康福
ふ く し か

祉課援
えんごがか り

護係⑪番
ばん

窓
まどぐち

口で無
むりょう

料交
こ う ふ

付しています。

対
たい

 象
しょう

 者
しゃ

　義
ぎ そ く

足や人
じんこう

工関
かんせつ

節を使
し よ う

用している人
ひと

、
　　　　　内
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しょうがい

害や難
なんびょう
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、妊
にんしん
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　　　　　など､援
えんじょ

助や配
はいりょ

慮を必
ひつよう

要としている人
ひと

必
ひつよう

要書
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　Ｊアラートの緊急情報を
安全・安心メールで配信

問い合わせ　市環境安全課（☎22-7176）

　　　　　　

❶不法投棄は犯罪です！
　産業廃棄物はもちろん､全ての廃棄物(家庭ごみを含
む)を河川､海､山､道路等の処分場以外の場所に捨てたり、
放置したりすることは禁止されており､処罰の対象です。
　不法投棄が行われると､ 川や海や山などの自然環境が
汚染され、私たちの健康や生活環境に
悪影響を及ぼします。産業廃棄物はも
ちろん、家庭のごみも決められた方法
で処分しましょう。

　　　

～不法投棄・野外焼却禁止！～

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 ク太郎せ

❷野外焼却は禁止されています！
　家庭のごみはドラム缶やブロック等で
作った囲いなどの簡易焼却炉で燃やさずに
分別し、ごみ集積所へ出してください。
　焼却時に発生するダイオキシンなど有害
物質や煙・臭いなどは
近隣住民の迷惑になり、
火災を引き起こす原因
になります。

　Ｊアラートとは、「全国瞬時警報システム」の
ことで、地震や津波、国民保護情報（弾道ミサイ
ルやテロ）等、対処に時間的余裕がない事態に関
する国からの情報を防災行政無線等から直接住民
に伝達するシステムです。
　市では、４月から「羽咋市安全・安心メール」
でも配信できることになりました。複数の情報収
集手段を持つことが、自身の安全にも繋がります
ので、まだ携帯電話等に登録していない人は登録
をお願いします（Yahoo防災アプリも対応しています）。
登録方法　携帯電話やスマートフォンで以下のＱＲ
コードを読み取り、案内のとおりに進んでください。

日時　５月15日㈬　午前11時ごろ
　この訓練は、国から自治体がＪアラートの通知
を受けたときに、「自動で防災行政無線等が起動
し、住民に周知される」ことを確認するために、
毎年４回、全国一斉に行われます。
　当日、市では①防災行政無線からの自動放送と
②安全・安心メールの自動配信を確認します。
　当日は、この放送やメールが届いた際は、家族
間の情報伝達や安否確認の訓練として活用してみ
てはいかがでしょうか。

（今後の予定）
第２回　８月28日㈬
第３回　12月４日㈬
第４回　２月19日㈬
※気象状況などにより、訓練を中止する場合があります。

Ｊアラートの全国一斉
情報伝達訓練

広　告　欄

羽咋市安全・安心メール Yahoo防災速報
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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）

時間　６月１日㈯　
出発式 8:45～、スタート9:00～
コース　邑知歴史道(片道約５㌔）
邑知ふれあいセンター前出発 → 
豊財院 → 鉢伏山 → 腹痛地蔵 → 
泉福寺跡 → 風の子ロケ地 → 
住吉神社 → カンジャ屋敷跡 →　
立石 → 下馬石跡 → 庚申塔 → 
永光寺山門
※歴史道到着後、永光寺周辺の
史跡「座禅石」「五老峰」も散策
すると、30分ほど（１㌔）かか
ります。
持ち物　おにぎり、水筒、あめ（お
菓子）、タオル、敷物
服装　長袖、長ズボン、帽子
参加費　300円
※当日、徴収します　　
申込期限　５月24日㈮
問・　　邑知公民館
　　　　（☎26-0027）
※永光寺からはバスで邑知ふれあ
いセンターへ帰ります。地区有
志の方の協力で公民館にて豚汁
を準備します。

日時　５月19日㈰ 
　　　14:00～ (10分前開場)
作品　『怪盗グルーのミニオン大脱

走』（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)

　小・中学生やはくい吹奏楽団メン
バーとの合同演奏もあります！
日時　５月26日㈰
開演　14:00～（13:30開場）
場所　コスモアイル羽咋
入場料　200円　※未就学児無料
曲目　バック・トゥ・ザ・フュー

チャー、おどるポンポコリン
ほか

問　羽咋高校吹奏楽部顧問：甲野
　　（☎22-1166）

広　告　欄

日時　５月18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　５月８日㈬～５月17日㈮

日時　５月25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　５月15日㈬～５月24日㈮

エコクッキング教室(第２回)

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室(第２回)

図書館の映画上映会

第55回羽咋高校吹奏楽部
定期演奏会

第15回健康ウォーク
「瑩

け い ざ ん

山と白ぎつねの道」

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

　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　５月21日㈫～７月９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）

期間　６月６日㈭～11月14日㈭
　　　の毎週木曜日
時間　19:00～21:00
場所　志賀町役場　大会議室
受講料　無料
　　　　（教材費で5,240円必要）
対象　初めて手話を学ぶ人
　　　（高校生以上）
定員　20人
申込締切　５月29日㈬
問・　　市健康福祉課・援護係
　（☎22‒3939　FAX 22‒1048）

　民生委員・児童委員は地域福祉を
担うため、厚生労働大臣の委嘱を受
けて活動しています。
　子育て家庭やお年寄り、障がいの
ある人などの見守り、住民の方々の
さまざまな生活上の困りごとに関わ
る相談支援に取り組んでいます。社
会的に孤立したり、経済的に苦しん
でいる人たちが増加することも考え
られ、今後も時代に応じた専門機関
への「つなぎ役」として活動します。
問　市民生委員児童委員協議会
　　 (☎22-6231)

　こころの健康やこころの病気につ
いて相談に応じます。
日時・場所
・毎月第１～４木曜日　13:30～15:00
　能登中部保健福祉センター
　（七尾市本府中町）
・毎月第２金曜日　10:00～11:30
　羽咋地域センター（石野町）
・毎月第３金曜日　13:00～14:30
　志賀町役場（志賀町高浜町）
　※相談無料、要予約
問　能登中部保健福祉センター
　　（☎0767-53-2482） 

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

申

５月12日は
「民生委員・児童委員の日」

①警察官A・女性警察官A
受付期間　５月22日㈬～６月14日㈮
◆１次試験
　 ・筆記試験　７月14日㈰
　 ・体力試験　７月20日㈯
◆２次試験　８月下旬
◆最終合格発表　９月中旬
◆受験資格　昭和63年４月２日か
ら平成11年４月１日までに生まれ、
大学卒および令和２年３月までに大
学卒業見込みの人
②警察官Ｂ・女性警察官Ｂ
受付期間　８月５日㈪～９月３日㈫
◆１次試験　
　・筆記試験　９月22日㈰
　・体力試験　９月28日㈯
◆２次試験　10月下旬
◆最終合格発表　11月下旬
◆受験資格　昭和63年４月２日か
ら平成14年４月１日までに生まれ、
大学卒および令和２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)

石川県警察官募集

弓道教室　受講生募集

申

羽咋郡市手話奉仕員養成講座
入門課程　受講者募集

申

こころの健康相談
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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

譲ります
・洋式便座（未使用）
・ポータブルトイレ（未使用）
・大正琴（かばん付）

広　告　欄

■人口　21,561人(－70人)
　□男性　10,205人( －27人)
　□女性　11,356人( －43人)
■世帯数　8,551世帯(±０世帯)
＊平成31年４月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【３月中の人口動態】
　□出生　　　     8人　
　□死亡　　　    23人
　□転入など　    83人
　□転出など　  138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５月分

今月の納税

所得証明書の発行日

日曜納税相談・納付受付

納期限　５月７日㈫
国民健康保険税　　特１期
納期限　５月20日㈪
国民健康保険税　　特２期
納期限　５月31日㈮
軽自動車税　　　　　全期
固定資産税　　　　　１期
※市税の納付は便利な口座振替で

　令和元年度(平成30年分)所得
証明書の発行は、次のとおりです。
1 働いている人で、市・県民税が
　給与天引きの人
　５月15日㈬から発行
2 自営業・年金受給をしており、
　個人で市・県民税を納付する人
　６月14日㈮から発行
問　市税務課・課税係(☎22-7130)

　仕事などで平日に来庁できない
人や納付できない人のため、日曜
日に納税についての相談や納付を
受け付けます。相談などを希望す
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　５月26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）

　自動車税は、最寄りの金融機関
やコンビニエンスストア、または
県総合(県税)事務所で、納期：５
月31日㈮までに納めましょう。
【トラブル防止のために】
・車を手放したら、登録変更を！
・廃車したら、登録抹消を！
・住所変更したら、届け出を！
・納税証明書は車検証と一緒に保管を！
問　石川県税務課(☎076-225-1273）

　市県民税の申告は、平成30年
中に所得がなく誰の扶養にもなっ
ていない人、障害年金・遺族年金、
雇用保険法に基づく失業給付など
の非課税収入のみを有する人、羽
咋市外の人に扶養されている人に
ついても必要です。

税 に関するお知らせ
令和元年度自動車税
納期限は５月31日

市県民税の申告は
お済ですか？

　市県民税の申告をしないと、
国民健康保険税や後期高齢者医
療保険料などの軽減措置などを
受けることができなくなります。
また、控除の内容によっては、
申告していただくことで非課税
となる場合があります。

問　市税務課・課税係(☎22-7130）

消費税軽減税率制度等
説明会の御案内

　事業者を対象とし、軽減税率
制度の概要や制度対応のための
支援制度(補助金等)などをテー
マとして説明会を開催します。
日時　５月16日㈭
　　　①10:30～11:30
　　　②13:30～14:30
場所　七尾税務署
　　　（七尾市小島町）
問　金沢国税局
　　課税部事務処理センター
　　（☎0570-03-8121）
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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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令和時代の新計画始動
　新元号『令和』が発表され、
５月から日本の新しい時代の幕
開けとなります。
　昭和生まれの私は、「昭和」・
「平成」・「令和」の時代に生き
ることになります。時代の流れ
に対応するため、市としてはい
くつかの新計画を策定すること
になっています。
　１点目は「第６次羽咋市総合
計画」の策定です。第５次羽咋
市総合計画が令和２(2020)年
度で終了することから、新たな
総合計画を令和元(2019)年か

ら２カ年をかけて策定してまい
ります。
　２点目は令和元年が羽咋創生
の「がんばる羽咋創生総合戦
略」の最終年度にあたることか
ら、令和２年度をスタートとす
る「第２期総合戦略」の策定に
取り組んでまいります。
　３点目は市民目線による質の
高い行政サービスを、将来にわ
たり提供していくため、第６次
行財政改革大綱を策定してまい
ります。
　計画の策定体制につきまして

は、いずれも全庁をあげて取り
組んでいくとともに、関係団体
や公募委員などと連携しながら
進めていきたいと考えておりま
す。市民の皆様の温かいご協力
とご支援をお願いいたします。
 （４月２日）

羽咋市長　山辺芳宣

文芸大会参加者募集
　短歌・俳句・川柳に親しむ機
会です。会員の他、広く市民の
参加をお待ちしています。

日時　５月11日㈯　10:30～
場所　羽咋公民館
投稿料　1,000円（弁当代含む）
選者・兼題は会場等のポスター
をご覧ください。
入選作品は初夏を彩る文化祭で
掲示します。
問　羽咋市文芸協会
　　事務局長　川口芳子
　　（☎26-3808）
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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31年１月生)
　５月28日㈫　13：00～
●１歳６カ月児健診(平成29年10月生)
　５月16日㈭　12：45～
●３歳児健診(平成27年12月生)
　５月15日㈬　12：45～

※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

☆育児相談　５月８日㈬
　午前10時～正午 (受付11時まで)
　保健師・栄養士が相談にのります。

☆誕生会　５月15日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　５月22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
５月 ７日㈫ お母さん大好きプレゼント作り こすもす保育園

８日㈬ 戸外で遊ぼう 西北台保育所
８日㈬ ママだいすき！キーホルダー作り 羽咋幼稚園
９日㈭ ママへのプレゼント作り　 千里浜保育所
10日㈮ お母さんにプレゼントを作ろう とき保育園
10日㈮ お母さんだいすき♥ 羽咋白百合幼稚園
13日㈪ 園庭であそぼう 邑知保育園
14日㈫ 夏野菜の苗を植えよう こすもす保育園

　✿大きくなったね(身体測定)
15日㈬ ママとベビーの足形アート 羽咋幼稚園
17日㈮ リズムあそびをしよう 羽咋白百合幼稚園

　20日㈪ 離乳食クッキング　　※要予約　 邑知保育園
21日㈫ ★親子で花を植えよう（寄せ植え） こすもす保育園

　※要予約10組　
22日㈬ 遊戯室で遊ぼう 西北台保育所
22日㈬ 大きくなったかな？(身体測定) 羽咋幼稚園
23日㈭ お庭で遊ぼう！ 千里浜保育所
24日㈮ 園庭で遊ぼう！(身体計測)　　 とき保育園
24日㈮ ボールであそぼう 羽咋白百合幼稚園
28日㈫ 園庭であそぼう こすもす保育園
29日㈬ 春みっけ！おさんぽにいこう！ 羽咋幼稚園
31日㈮ 歯みがきマンがやってくる　 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　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
 ５月  　11日㈯　午後２ 時　　  母の日プレゼント(メッセージカード作り）　定員10人　参加費無料　要申込
　　　　18日㈯　午後２ 時 グラウンドゴルフクラブ
　　　　18日㈯　午後２ 時 お茶クラブ　講師：辻森　正美さん　
　　　　25日㈯　午後２ 時 ディスクドッヂ大会　
　　　　25日㈯　午後３ 時 グリーンカーテンの苗植え

こすもす保育園親子育児講座
５月21日㈫ 午前10時～11時

｢親子で花を植えよう(寄せ植え)」 
　　　　　　　※要予約10組

講師：フラワーメイト
　　浅野　由美子　さん    
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新着図書のご案内

会社を綴る人(朱野帰子)発現
(阿部智里)魔眼の匣の殺人(今
村昌弘)あちらにいる鬼(井上
荒野)圓朝(奥山景布子)炯眼に
候(木下昌輝)逆流(田中経一)
東京の子(藤井太洋)「性格」
のカラクリ(苫米地英人)天皇
<125代>の歴史(山本博文)
“財政が厳しい”ってどういう
こと?(今村寛)100年未来の
家族へ(竹下和男)美腸の教科
書(小野咲)鳥肉以上、鳥学未
満。(川上和人)「秋田のター

シャ」と呼ばれて(佐々木利
子)銭湯図解(塩谷歩波)脚本家
という仕事(ペリー荻野)永遠
の詩情(森村誠一)白川静さん
に学ぶこれが日本語(小山鉄
郎)本をどう読むか(岸見一郎)

天使のにもつ(いとうみく)ナ
ニュークたちの星座(雪舟え
ま)ねこの小児科医ローベル
ト(木地雅映子)算数親分捕物

帳(瀧ケ平悠史)スズメのくら
し (平野伸明)かわいいパッ
ケージクラフト(平田美咲)こ
ども「折々のうた」100(大
岡信)情熱でたどるスペイン
史(池上俊一)10代のための
疲れた心がラクになる本(長
沼睦雄)「いたいっ!」がうん
だ大発明(バリー•ウィッテン
シュタイン)わたしのもりを
ぬけたら(レイチェル•ウッド
ワース)もういいかい(岡野薫
子)ゆげゆげ~(さいとうしの
ぶ)なんでもおんなじ?(コリン
ヌ•アヴェリス)

■開館時間　午前９時30分～午後６時
※４月27日㈯～５月６日(月･祝)までは
　 午後５時までの開館となります。

■５月の休館日
　7日㈫､8日㈬､14日㈫､21日㈫､
　28日㈫ ※毎週火曜日が休館日です。
　(火曜日が祝祭日の場合はその翌日）
■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
エッセイの愉しみ もしもし、お電話です。

「老嬢物語」
高楼方子/著　　偕成社

「おとうさんは、いま」
湯本香樹実/ぶん　ささめや ゆき/え　福音館書店

　児童文学作家の‶たかどのほうこ"さ
んが、日常や旅行先などで出会った「お
ばあさん」達をユニークな視点で綴っ
ています。小さい頃から「おばあさん」
が好きで、お話しまで書いていた作者。
児童書にも、たくさんの「おばあさん」
達が登場。注目してみて下さい。

　まゆちゃんは寝る前に、お父さんに
絵本を読んでもらう約束をしていまし
た。その夜、「帰りが遅くなるからごめ
んね」と電話がかかってきます。眠れ
ないまゆちゃんは、お父さんは今どこ
かなぁ？と想像をふくらませ、帰りを
待っているのでした。

「老嬢物 」 「 う 」

一般向け 子ども・ティーン向け

■春のおはなし会(4歳～小学校低学年)
日時　５月11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　５月27日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

春の工作教室
～羊毛フェルトで“マカロン”をつくろう！～
日時　５月25日㈯　午後２時～４時
場所　コスモアイル・小ホール
定員　15名　　　材料費　200円
持ち物　羊毛フェルト針(あればお持ちください)
対象　どなたでも(小学校低学年以下は保護者同伴)
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羽咋を離れて
　羽咋を離れて８年が経ちました。
羽咋で18年間暮らしてからは、坂井
市（福井県）、浜松市、杉並区、江
東区と２、３年に１回引越しをして
います。高校卒業後、福井県立大学
に進学しましたが、２年次在学中に
試験を受け、大学は休学して国家公
務員になりました。現在は東京都内
で秘書として勤務しています。大学
については、転勤で東京に来たタイ
ミングでこちらにある大学に編入し、
無事に卒業することができました。

　今はまだ、関東、東海、北陸でし
か暮らしたことがありませんが、全
国転勤のある仕事なので、今後、北
は北海道から南は沖縄まで様々な地

域で勤務する可能性があり、次はど
こに行こうかとわくわくしています。
同じようにいろいろな地域から全国
異動してきた人が１つの職場に集ま
るため、全国各地出身の方々と知
り合う機会が多くあります。帰省す
ると、地元の方々がすごく訛ってい
るなと感じるようになったぐらいな
ので、職場で会話している時に、自
分では標準語を話しているつもりで
いましたが、割と訛っているらしく、
どこ出身なのかとよく聞かれます。
石川弁（羽咋弁？）の強力さにびっ
くり。石川県出身だと答えると、必
ずと言っていいほど、真っ先に金沢
がでてきますが、能登の方だと答え
ると、「砂浜を車で走れるところを

ドライブしたことがある」と言われ
たことが何度かあり、北陸出身では
ない人が千里浜を知っていることに
驚きつつも、少し嬉しく思いました。

　定期的に新しい環境に身を置いて
きたことで、比較対象が増えたため、
年に２回の帰省の時には、今まで気
が付かなかった羽咋の魅力に、改め
て気付くことができるようになった
のではないかと思います。これから
先、羽咋に帰る日数を大まかに計算
してみると、全部で２年分ぐらいし
かありませんでした。帰られるうち
に帰って、できるだけいろいろなこ
と・ものに触れたいと思います。

市塚　理恵さん(26歳）

（千里浜町出身、
　東京都江東区在住)

パセオ通りのお祭り
（羽咋高校のセレステ先生が撮影した写真）

Hi! How are you?
It’s getting closer to summer and 
the start of the festival season.
I really love going to festivals in 
Japan because it’s something 
I don’t get to experience in 
the UK. The rich smells of the 
various food stands, the sounds 
of laughter and chatting, and 
the vivid colours of kimono, 
mikoshi, and decorations fl ood 
your senses. It’s also nice to see 
how people of all ages come 
together and take part in the 
festivals. Everyone seems to 
have such a great spirit. I think 
it’s great how even now, old 
traditions can survive and be 
appreciated. Ishikawa is so rich 
in these festivals and I am very 
lucky to be here. I hope to see 
you at some of the festivals this 
year!

　こんにちは、皆さん、お元気ですか。
夏が近づき、お祭りの季節が始まろ
うとしています。　
　私は日本のお祭りに行くのが大好
きです。なぜならイギリスでは体験
できないことだからです。お祭りで
は、屋台の様々な食べ物の豊かな香
りや、笑い声やおしゃべり、そして
浴衣・御輿・祭りの装飾の鮮やかな
色彩が、感覚に押し寄せてきます。
　すべての年代の人が集まり、お祭
りに参加しているのも素敵なところ
です。全員がこの素晴らしい精神を
持っているのでしょう。
　今もなお、昔ながらの伝統が残り、
愛されているということは素晴らし
いことだと思います。
　お祭りが豊富にある石川県に来ら
れて、私はとてもラッキーです。
　今年は、どこかのお祭りで皆さん
にお会いできるのを楽しみにしてい
ます！
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うと同時に商品ＰＲ効果もあるか
らです。
　結果的に、当初の目標であった
200万円はあっという間に達成し、
目標額を400万円に引き上げて募
集したところ、最終的には463万
円が集まりました。出資者は地元
を中心とした県内の方が６割、県
外の方が４割でした。
　現在すでに事業は動き出してお
り、神子原米の精米歩合を５割と
する純米大吟醸を御祖酒造（大町）
に委託醸造し、販売に向けて熟成
中です。４合を1300本、300ml
を1000本製作し、販売価格はそれ
ぞれ3800円、1800円と高級志向
ですが、味には自信を見せています。
この純米大吟醸「神子」は７月６
日に販売開始予定で、ネット通販
や卸売りにも対応するための資格
を申請中です。
　また、一部の市内飲食店で「神子」
に合う料理を創作中であり、６月
には試飲・試食会を開催予定。

　菅池町在住の武藤一樹さんをご
紹介します。ご家族で市内へ移住
し、カフェを営みながら現在は農
産物直売所神子の里（神子原町）
の代表もしています。
　神子の里の新たな特産品となる
ブランドとして、神子原米を使っ
たお酒を作るためクラウドファン
ディングを募集したところ、３月
末で目標額を達成し、事業に取り
組むことが決まりました。
　神子の里は地元出資で資金を調
達しており、資本金に対してあま
りにも事業費が大きかったため、
外部からの資金調達は必須の状況
であったことから、目を付けたの
がクラウドファンディングです。
　今回この手法を取った理由は、
会社や事業に好意的な方のみで出
資され、出資者が将来的なお客さ
ん、サポーターにもなってくれる
という点にありました。また、イ
ンターネット上で広く出資を呼び
掛けることにより、資金調達を狙

　

　ふるさと「ぐんま」を花と緑あ
ふれる、活力ある美しい地域にす
るため、毎年群馬県内各地で開催
されている「花と緑のぐんまづく
り」が、2020年に藤岡市で開催
されます。開催に先立ち、県内初
となる大型プレイベントを実施し
ています。駅前から中心市街地へ
は、市民の皆さんによって植えら
れたおよそ7,000株の花々が彩り、
藤岡市へお越しの皆さんを迎え
ます。５月11・12日、18・19

日にはメイン会場となる
ふじの咲く丘にて野外ス
テージや花の教室などを

開催します。
　また見ごろを迎える花のスポッ
トや市内の飲食店・和洋菓子店な
どを巡るシールラリー「ゆかりん
とさくらんの花あつめ」を６月ま
で実施しています。シールを集め
た人には藤岡市オリジナルグッズ
が当たるかもしれません。
　花と緑で彩られた美しい藤岡市
へぜひお越しください。

　武藤さんは神子原米を使ったお
酒づくりについて、　「少子高齢化
が進む中で休耕地が増えてきてい
る状況を打開すべく、神子原米ブ
ランドを生かしたお酒づくりをす
ることで棚田を守りたい。それが
地元に還元され、地域の景観・文
化・人々の生活を守ることにもつ
ながる」と、会社の経営のみならず、
地元の方の生活まで考えた事業展
開を熱く語ってくれました。

棚田を守るため、勇
ゆうおうまいしん

往邁進

花と緑あふれる藤岡市へ
～花と緑のぐんまづくりプレイベント～

商品パッケージを手に取る武藤さん

本イベントは2020年４月25日㈯～５月24日㈰

武藤　一樹さん
(43歳､菅池町)
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山辺市長へ健闘誓う
　昨年11月25日、小松市で開催された第18回石川県小
学生学年別ソフトテニスインドア大会で入賞し、全国大
会への出場を決めたバモスはくいジュニアソフトテニス
クラブ４選手が、3月22日に山辺市長に意気込みを語り
ました。
　一人一人が「一球一球大切にしたい」「監督や家族へ
の感謝の気持ちを忘れず、力いっぱい頑張りたい」など、
全国大会での健闘を力強く誓いました。出場選手は次の
とおり。
　吉田徳翔くん(邑知小５年）、岩岸煌真くん(同)(ダブ
ルス男子５年生の部３位入賞）、坂本彩翔さん(羽咋小４
年）、服部亜子さん(同)(ダブルス女子４年生以下の部２
位入賞）

ジュニアソフトテニス４選手が全国大会へ

全国大会への出場を決め、山辺市長から激励を受
けた選手たち

市民団体‶５色の絵の具"がアンケート結果を発表
　３月29日、市民団体‶５色の絵の具"が行った、市内
80カ所の地域サロンを対象にしたアンケート結果の報
告会が開かれました。
　アンケートには91㌫にあたる、73カ所の地域サロン
が回答。地域サロンの‶問題点"や‶効果"､‶活性化のため
に必要なもの"に関連する計16問の回答結果を発表し、
市内各地域のサロンの課題を明らかにしました。また、
医療経済研究機構研究部主任研究員の服部真治氏が講演
し、｢健康寿命の延伸には、個人の社会へのつながりと
支えあいに対する地域全体の基盤づくりが重要｣と訴え
ました。

支えあいのまちに必要なものは？

アンケート結果報告会には、市民73人が参加し、
地域サロンの課題や現状に理解を深めました

祭神：大
おおくにぬしのみこと

国主命が邑知潟の大蛇を退治した故事を再現
　４月３日、気多大社で蛇の目神事が行われました。
多くの参拝客が神事を見守る中、蛇の目に見立てた的が、
弓と槍と太刀で仕留められました。退治された的紙は、
眼の病気の厄除けになるとも言われており、神事が終わ
るやいなや、参拝客らが的紙を奪い合いました。
　的紙を手にした参拝客は、「視力がよくなってほし
い」と語りました。

蛇の目神事が執り行われました

蛇の目に見立てた的を槍で仕留める様子
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市内各海岸で“なぎさクリーン運動”
　4月14日、市民憲章実践活動として、千里浜海岸、釜
屋海岸、一ノ宮海岸、柴垣海岸でなぎさクリーン運動が
実施されました。なぎさクリーン運動は、(公社)羽咋青
年会議所が主唱団体となり、市内各団体の協力のもと実
施されています。
　早朝のさわやかな空気の中、市民約990人が集まり、
冬季期間中の荒波で打ち上げられたごみを拾いました。
回収したごみの総量は、可燃ごみ2.02㌧、不燃ごみ0.63
㌧、合計2.65㌧でした。

行楽シーズンに向け美しく

拾ったごみを持ち寄った参加者

少年少女発明クラブ開校
　４月13日、コスモアイル羽咋で、少年少女発明クラブ
の開校式が行われました。同クラブは、（公社）発明協会
の支援のもと、科学の実験や工作活動を通じて、楽しみ
ながら新しいものを作る力を身に付けるために平成19年
度から実施されているものです。
　今年度は小学校３年生18人、４年生13人、５年生2人
の合計33人の子どもたちを13回生のメンバーとして開校
しました。
　今回は開校式とともに初回の親子工作体験として、浅
野敏夫さんが講師となり「紙ブーメランを作ろう」と題し、
小刀を使って削った鉛筆で牛乳パックに型枠を書き、カッ
ターで切り取り紙ブーメランを作成しました。
　参加した子どもたちは、完成したブーメランを飛ばし
ては曲げて調整し、試行錯誤しながら、少しずつ戻って
来るようになるのを楽しんでいました。参加者の一人は、
「ブーメランがちゃんと戻って来るようにするのが難し
い」と悩みながらも、楽しそうにしていました。

楽しみながら創造力を

開校式に参加した13回生の子どもたち

14回目のクロマツ植樹
　４月７日、千里浜町まちづくり協議会が主催するクロ
マツ植樹が千里浜運動公園で行われました。
　今年は小学校新一年生15人を含む約70人が参加し、ク
ロマツの苗70本を植樹。参加者は、クロマツと子どもた
ちの健やかな成長を願いました。
　成長したクロマツは町の防風林・防砂林としての役割
を担い、海風と飛砂から町を守っています。

新１年生とともにすくすくと

苗木を植える親子

自作した紙ブーメランを飛ばす参加者
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　＝市役所
■問い合わせ
市役所代表電話(☎22-1111)

市

日　時 行　事　名 場　所 担　当

5/7 ㈫ 14:30～ あそびの教室
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

  8 ㈬ 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 ㈯ 10:00～
11:00

春のおはなし会 図書館 図書館

13:30～
15:00

羽咋市少年少女発明クラブ
「回転アニメを作ろう」

コスモアイル羽咋 生涯学習課

 15 ㈬ 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

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

 16 ㈭ 10:00～ 心のケアサポート
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

10:00～
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

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

 17 ㈮ 10:00～
13:30

羽咋市老人福祉センター開館記念祭 老人福祉センター 社会福祉協議会

 18 ㈯ 9:30～
11:45

プレパパプレママクラス
羽咋すこやか
センター

健康福祉課

市

４日(土･祝）
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　森田クリニック（形成外科･皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

３日(金･祝）
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町 ☎26-0210
　【小児】とどろき医院（小児科）
　羽咋市鶴多町 ☎22-7855

６日(月･振）
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

５日(日･祝）
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町 ☎22-0238
　【小児】志賀クリニック
　志賀町高浜町 ☎32-5307

２日(木･休）
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

１日(水･祝）
　いけの整形外科
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　加藤病院（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-1251
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

「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。

５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

市

市
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 19 ㈰ 14:00～
15:30

映画上映会
「怪盗グルーのミニオン大脱走」(90分) コスモアイル羽咋 図書館

 20 ㈪ 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

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

 22 ㈬ 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

 25 ㈯ 14:00～
16:00

春の工作教室「羊毛フェルトで"マカロン"
をつくろう♪」 コスモアイル羽咋 図書館

 14:00～ ＳＳＴＲ２０１９（ゴール） 千里浜なぎさ
ドライブウェイ 商工観光課

 26 ㈰ 10:00～ ＳＳＴＲ２０１９（ステージイベント） 千里浜なぎさ
ドライブウェイ 商工観光課

 27 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 28 ㈫ 13:00～ ４カ月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 29 ㈬ 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

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、千里浜なぎさドライブウェイで開
催される「SSTR2019」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
宝浪漫マラソン2019
参加者募集

中能登町中能登町

開催日　９月22日㈰
コース　30km、10kmほか
締切日　７月31日㈬
申込方法　ランネット、スポーツエントリーから
問　宝浪漫マラソン実行委員会
　　（☎0767-28-4749）

能登の春を鮮やかに彩るのとキリシマツツかに彩るのとキリシマツツ
ジが見られる庭を公開しています。
場所　土田地区
問　のとキリシマツツジ土田の郷
　　センチュリー会（☎0767-37-1404）
※土・日、祝日は能登の旅情報センター
　　　　　　　　　 （☎0768-26-2555）

土田の郷オープン
ガーデン2019

自然豊かな里山を駆け抜ける中能登トレジャート駆け抜ける中能登トレジャート
レイルラン大会の今年の開催日が決定しました。
今回も、イベント盛りだくさんで初心者から本格
派の人まで楽しめる大会となっております。
開催日　11月３日㈰
エントリー期間　４月１日～８月31日
問　企画課（☎0767-74-2806）

中能登トレジャートレイ
ルラン　エントリー開始

青柏祭の
曳山行事

日本一大きいといわれるでか山が、狭い街
中を引き廻されます。一緒に綱を引きませ
んか。
日時　５月３日(金･祝) ～５月５日(日･祝)
場所　中心市街地
問　商工観光課（☎0767-53-8424）

１９日㈰
　疋島クリニック（外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　森田クリニック（形成外科･皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

１２日㈰
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　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

２６日㈰
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　河﨑医院（外科･胃腸科･内科）
　志賀町高浜町 ☎32-0019
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

工事の発注状況
（１千万円以上）３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。
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広報はくいは、再生紙と植物油インクを使用しています。
羽咋市は、環境保全活動を積極的に推進しています。 古紙配合率100％再生紙を使用しています
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■４月から広報の担当になりました谷村信
弥です。
　私は金沢市出身で、市役所に入庁して７
年目。今年の３月までは、東京にある総務
省管轄の財団法人へ派遣されており、２年
間羽咋市を離れていました。
　派遣先では国、全国の県や市町村、民間
企業から集まった人たちと一緒に仕事をし、
人員の入れ替わりも激しいなか、まさに「一
期一会」という言葉を実感した２年間でし
た。
　人とのつながりは人生最大の財産だと思
い、これから取材等でお会いする方々との
出会いも大切にしていこうと思います。
　また、今年度は、市役所に入った頃の初
心を振り返り、改めて羽咋市のことを勉強
しながら、新鮮な目線でみなさんに市の情
報をお届けできるよう努めてまいります。
よろしくお願いいたします。
 （谷村）

曹洞宗五
ご

祖
そ

の
木像を祀る

　伝燈院とは、曹洞宗の開祖などを祀る施設で、他の
宗派では開山堂などと呼ばれます。先月号で、永光寺
の「五老峰」について解説しましたが、永光寺の伝燈
院は、これを礼拝するための施設で、法

はっとう

堂(本堂)の背
後の高台に位置し、五老峰との中腹にあたります。
　手前の｢礼

らいどう

堂｣の奥に｢相
あい

ノ間
ま

｣と｢祀
まつりどう

堂｣が接続する
構造で、祀堂の内部に、曹洞宗を開き発展に尽くし
た高僧ら｢五

ご

祖
そ

｣(高祖天
てんどう

童如
にょ

浄
じょう

、二祖永
えい

平
へい

道
どうげん

元、三祖
弧
こうんえじょう

雲懐奘、四祖徹
てっつう

通義
ぎ

介
かい

、五祖瑩
けいざん

山紹
じょうきん

瑾)の木像と位
牌が安置され、曹洞宗の本流である瑩山の教えを立体
的・視覚的に感じることを意図した施設です。
　寺伝書によれば、寛永11年(1634)の建立とされ、曹
洞宗における五老峰を拝する伝燈院建築として最古か
つ唯一の存在です。

建造物編

市指定有形文化財(建造物)
五
ご

老
ろう

峰
ほうでん

伝燈
とういん

院

サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリーサンライズ・サンセット・ツーリング・ラリーサンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー

ＳＳＴＲ２０１９ＳＳＴＲ２０１９ＳＳＴＲ２０１９
今年は4000台が千里浜に集結予定！今年は4000台が千里浜に集結予定！今年は4000台が千里浜に集結予定！

太平洋や瀬戸内海など日本列島の東側の海岸から日の出太平洋や瀬戸内海など日本列島の東側の海岸から日の出
とともにスタートし、日の入りまでに千里浜海岸を目指とともにスタートし、日の入りまでに千里浜海岸を目指
すオートバイミーティング。すオートバイミーティング。
冒険ライダー風間深志さん(東京都)がプロデュースして冒険ライダー風間深志さん(東京都)がプロデュースして
いるイベントで、全国から集結するバイクが千里浜なぎいるイベントで、全国から集結するバイクが千里浜なぎ
さドライブウェイを走り抜けます!さドライブウェイを走り抜けます!

日時：5/25㈯ 14:00～ ゴール
　　　5/26㈰ 10:00～ ステージイベント　
場所：千里浜特設会場
問い合わせ：市商工観光課(☎22-1118)


