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あなたが守る あなたの健康あなたが守る あなたの健康
～市民健診を受診しましょう～～市民健診を受診しましょう～
　６月から市民健診が始まります。
　１年に１度、自分の健康と向き合う大切な機会です。
　忘れずに受診しましょう。

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

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

年齢
加入している
医療保険

受診料金 受診場所 受診時期 必要な物
結果の
受け取り方

39歳
以下

羽咋市
国民健康保険

無料
集団健診
会場

６月～８月

※詳細は市民
　健診のご案
　内冊子で確
　認してくだ
　さい。

・国民健康保険証
健診結果説明会で
受け取る上記以外の

医療保険
1,000円

・健康保険証
・受診料金

40～
74歳

羽咋市
国民健康保険

無料

集団健診
会場
または
医療機関

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

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

上記以外の
医療保険

受診券に記載
されている
のでご確認
ください。

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

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

後期高齢者
医療保険

500円 医療機関 ９月～10月

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

受診した医療機関
で受け取る

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

①受診する健診
　(検診)を選び、
　受診する日時や
　場所を決める

②当日、必要な
　物を持参して
　受診

③後日、受診結
　果を受け取る

④結果に応じて、
　生活習慣を見
　直す

「市民健診のご案内」冊子
参照 受診券・保険証など 受診結果を確認

２ がん検診など
　実施主体が羽咋市であり、住民票のある人ならどなたでも受診できます。

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

項目 対象者
(年齢は令和２年４月１日現在) 受診料金 受診場所 受診時期 必要な物 結果の

受け取り方
肺がん・
結核検診

職場などで受診機会の
ない人 100円

集団検診
会場

６月～12月
・がん検診
　等受診券
　（ハガキ）
・受診料金

※がん検診等
受診券は40
～74歳 の 人
のみお持ちく
ださい。

●集団検診
　後日、自宅に
　郵送される

○医療機関検診
　受診した医療
　機関で受け取
　る

喀痰検査 喫煙指数600※以上の人 600円

胃バリウム検査 胃ペプシノゲン検査で陰性
の人または希望者 800円

大腸がん検診 職場等で受診機会のない人 400円

集団検診
会場
または
医療機関

子宮頸がん
検診

20歳以上の女性 800円
H10.4.2～ H11.4.1生まれ
の女性 無料

乳がん検診
40歳以上の女性 700円
S53.4.2～Ｓ54.4.1生まれ
の女性 無料

節
目
年
齢
検
診

胃ペプシノゲン
検査

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

200円
６月～８月

前立腺がん
検診 50.55.60.65.70歳の男性 500円 医療機関

歯周病
検診 40.50.60歳 500円 市内

歯科医院 ６月～12月

※喫煙指数＝１日の喫煙本数×喫煙年数
※健診の種類や医療機関によっては予約が必要な場合があります。
※受診場所の詳細は、５月中旬に各家庭に配布した「市民健診のご案内」冊子をご覧ください。
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羽咋市国民健康保険にご加入の40～74歳の人
のうち特定健診を受けていない人へ

お願
い

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

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

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

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

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

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

　

人間ドック・脳ドックを受けましょう

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

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

～令和元年度　受付中～

１ 申込方法
⑴　市市民窓口課④番窓口で申請手続きをして
ください。

⑵　受診票が郵送されてきたら、市指定検査機
関へ直接予約のうえ、受診日に窓口で保険
証（国保・後期高齢）と受診票を提示して
ください。

⑶　受診後、自己負担金（検査費の約３割）を
支払ってください。

２ 申込資格
⑴　人間ドックは30歳以上の人
⑵　脳ドックは40歳以上で脳神経外科の治療
を受けていない人

⑶　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を
滞納していない人

⑷　特定健診、基本健康診査を受けた人は、同
じ年度には受けられません。

助成ができる指定検査機関
●公立羽咋病院（羽咋市的場町松崎24番地）
　実施項目：人間ドック（国保・後期高齢加入者）
　　　　　　　脳ドック（国保・後期高齢加入者）
●公立能登総合病院（七尾市藤橋町ア部６番地４）
　実施項目：人間ドック（国保・後期高齢加入者）
　　　　　　　脳ドック（国保加入者のみ）
●町立宝達志水病院
　（羽咋郡宝達志水町子浦ロ11番地１）
　実施項目：人間ドック（国保・後期高齢加入者）
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申込み・問い合わせ　市健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター１階）(☎22-1115）

第21回｢歯と口の健康フェア｣で
歯と口の健康チェックをしませんか
　歯と口の健康フェアは、生涯を通した歯と口
の健康づくりの推進を目的に毎年開催されてい
ます。当日は表彰式のほか、歯科健診、フッ化
物歯面塗布、お口の相談会など全て無料で実施
しています。年齢を問わず、予約不要でどなた
でも気軽に受けることができますので、この機
会にぜひ歯と口の健康をチェックしてください。

１ 日時　６月９日㈰　午前９時30分～正午
２ 場所　羽咋すこやかセンター
３ 内容　⑴ 午前９時30分～正午
　　　　　  歯科健診、フッ化物歯面塗布など
　　　　 ⑵ 午前９時30分～10時
　　　　　 ポスター・標語の優秀作品者の表彰式
４ 対象　どなたでも参加可能　
５ 主催　羽咋歯科医師会　
６ 共催　羽咋市・羽咋市教育委員会

“節目年齢健診の歯周病検診は、
40・50・60歳が対象”

　歯周病検診では、虫歯や歯周病の検診・ブラッ
シング指導が、市内の歯科医院で受けられます。
１ 期間　６月１日㈯～12月28日㈯
　　　　 ※歯科医院の休診日は除く
２ 対象　40歳（昭和54年４月２日～
　　　　　　　  昭和55年４月１日生まれ）
　　　　 50歳（昭和44年４月２日～
　　　　　　　  昭和45年４月１日生まれ）
　　　　 60歳（昭和34年４月２日～
　　　　　　　  昭和35年４月１日生まれ）
※現在、歯を治療中の人は対象外になります。
３ 費用　500円
４ 受診先　市内歯科医院　　　
※事前に歯科医院に予約し、「がん検診等受診
券」をお持ちの上受診してください。

６月は｢歯と口の健康月間」

ポスター最優秀賞 中山 翔司 さん（粟ノ保小５年）

～八十才
　　　まだまだかがやく
 　　 歯と笑顔～
標語最優秀賞　盛田 あずさん（西北台小６年）

　

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人に一時金を支給します

問い合わせ　石川県健康福祉部・少子化対策監室（☎076-225-1495）
　　 能登中部保健福祉センター（☎0767-53-2482）

対象者　以下のいずれかに該当する人で、平成31年４月24日において生存している人
　１　旧優生保護法が存在した間（昭和23年９月11日～平成８年９月25日）に優生手術を受けた人。
　　　　（母体保護のみを理由として受けた人を除く）
　２　１の期間に生殖を不能にする手術等を受けた人。
　　　　　　（ただし、母体保護や疾病の治療の場合、本人が子を有することを希望しなかった場合、
　　　　　　 そのほか本人が手術等を受けることを希望した場合を除く）



6　広報はくい No.804 2019年６月

　　

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

美しいまちは美しいまちは
 心で創る 心で創る
６月は環境月間

　５月30日（ごみゼロの日）から６月５
日（環境の日）までの一週間は、「ごみ減量・
リサイクル推進週間」です。
　廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用と
いったいわゆる３Ｒ(スリーアール)を心が
け、環境への負荷を減らしていきましょう。

まずは実践　ごみ減量３Ｒ作戦！
３つのRを心掛けて、ごみを減らします

educe（リデュース）

euse（リユース）

ecycle（リサイクル）

R

R

R

１買い物にはマイバッグを持ち、過剰包装を
断る。

２詰め替え商品を利用し、リサイクルできる
商品やエコマーク商品、再生品を選ぶ。

１ペットボトルや紙パックより、ビールびん、
一升びん、牛乳びんなど繰り返し使えるも
のを選ぶ。

２不要品は、フリーマーケットやバザーに活
用する。

３衣服の着回しやほかの物への作り変えを心
掛ける。

１生ごみや刈草は、コンポスト、生ごみ処理
器を利用し、家庭菜園や花壇の堆肥として
利用する。

２空き缶、空きビン、牛乳パック、ペットボ
トル、容器包装プラスチックは、分別して
資源ごみに出す。

３新聞､雑誌などの古紙は集団回収時に出す。

）

処

BeautifulBeautiful
   Life in   Life in
      Hakui       Hakui

Beautiful
   Life in
      Hakui
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申込み・問い合わせ　市環境安全課（☎22-7137）

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

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

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

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

１ 助成対象
　⑴市内に住所があり、居住している人
　⑵生ごみの減量などに対し、積極的に取り組んでいただける人

２ 助成額
　⑴家庭用生ごみ処理機：購入金額の１／２以内で30,000円を
限度（１世帯１機まで）

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

　※⑴～⑶のいずれも平成31年４月１日以降に購入したものに限ります。

３ 申込み（予算の範囲内で受け付けします）
　　「羽咋市家庭用生ごみ処理機等購入助成金交付申請書」に領
収書を添付して市環境安全課へお申し込みください。

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

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

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

ぎゅっと握ってごみ減量ぎゅっと握ってごみ減量
捨てる直前「ひとしぼり」捨てる直前「ひとしぼり」

　生ごみを「ぎゅっとひとしぼり」するだけで、大きな減量ができ
ます。一人ひとりの取り組みは小さくても、絶大な効果を生みます。
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㈱志水と‶一次避難所等施設利用に関する協定"を締結

～市民の安全・安心のために力添え～
　５月21日、市は葬祭業を営む株式会社志水（宝達志水町）
と“一次避難所等施設利用に関する協定”を締結しました。
　この協定では、市内に地震や水害などの大規模災害が発生
した場合やその恐れがある場合に、住民避難として島出町に
あるセレモニーステーションはくいの駐車場を一次避難場所
に、施設内を一次避難所として利用することが可能となりま
す。
　同社の岡本豊取締役は「社として地域活性・地域住民の健
全育成を目標にしているところ、避難所としての利用を市か
ら打診され、ぜひ協力したいと考えた」と述べ、山辺市長は「地
震や水害などの大規模災害時、150人収容できる施設を利用
させていただけるのは大変ありがたい」と謝意を述べました。
　これにより、一次避難所等で利用できる民間施設は２か所
となりました。

協定を締結し、握手を交わす武内寧
やすし

代表
取締役(左)と山辺市長(右）

開口 操 さん（千里浜町)

市内で７組の“令和婚”

　４月25日、眉丈園で100歳の誕生日を迎えた開口操
さん。山辺市長が「これから令和の時代に入りますが、
お体を大切にして元気に過ごしてください」と祝福し、
花束とお祝い品を手渡しました。ご家族は「盛大に祝っ
ていただきありがとうございます」と答え、感謝の気
持ちを伝えました。

　令和時代の初日となった５月１日、市役所では７件
の婚姻届を受け付けました。令和婚第１号となる婚姻
届を提出したのは、西浦善博さん（鶴多町）と倉島穂
乃佳さん（鶴多町）。お二人は、「令和婚第１号となり、
新たな時代の始まりとともに私たちも夫婦としてス
タートすることができうれしい。これからあたたかく
幸せな家庭を築いていきたい」と語ってくれました。

100歳おめでとうございます！

ご結婚おめでとうございます！
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後期高齢者医療保険料の軽減割合が見直されます

不動産公売を実施します

問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

　下記の表に該当する人は、これまでは均等割額が９割軽減とされていましたが、法改正により今年度
は８割軽減に変わります。

見直し後の軽減割合

軽減の条件
・世帯の加入者と世帯主の
　 総所得金額が33万円以内

かつ
・加入者全員の年金収入が80万円以下

（その他の所得なし）

均等割軽減割合

平成30年度 令和元年度 令和2年度～

９割 ８割 ７割

　法令で規定されている軽減割合は７割ですが、平成30年度までは特例的に更に上乗せして９割軽減
としていました。令和元年度からは特例部分が廃止され、２年間かけて段階的に本来の軽減割合である
７割軽減に戻していきます。

参考：後期高齢者医療保険料の計算方法

75歳以上の
保険料

（限度額 62万円）
=

①所得割額
(所得×9.33%)

●一定以上の所得がある人
に、所得に応じてご負担い
ただきます。

+

②均等割額
(47,520円／年)

●全ての方にご負担いただ
きます。

●世帯の総所得金額に応じ
て軽減されます。

※石川県後期高齢者医療広域連合のホームページにて、保険料の試算ができるようになりました。
　世帯主と、世帯内の加入者の収入状況を入力することで、保険料がどのくらいになるか概算で
試算することができます。

問い合わせ　市税務課・収納係（☎22-1113）

市では、次のとおり差押不動産の公売を実施します。

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㎡ 1,600,000円

※筆界未定につき、落札後、境界確認等が必要になります。
１　申込期間　６月24日㈪から６月28日㈮までの
　　　　　　　午前９時～午後５時
２　入札日時　７月２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　７月９日㈫　午後３時

※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。

石川県後期高齢
者医療広域連合
ホームページ
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市町会長連合会定期総会 新会長に、三宅　立美 氏(鹿島路町)を選出
　平成31年度の市町会長連合会定期総会が４月23
日に開催され、新会長に鹿島路町の三宅立美氏が
選出されました。総会では、長年にわたり町会運
営に功労のあった役員ら42人に感謝状が贈呈され
た後、新年度の事業計画や収支予算などが審議さ
れました。
　また、山辺市長から長
年にわたり町会長を務め
た稲原敏夫氏(的場町)、
深見正二氏(菱分町）、横
井正巳氏(四柳町）、中村
康德氏(下曽祢町）、松田
協氏(寺家町）に永年勤
続感謝状が、開口求氏(千
里浜金比羅)ら退任され
た19人の町会長に感謝状
が贈られました。

会長
　三宅　立美(鹿島路町)
副会長
　坂野　一男(千里浜町)　　宮崎　忠彦(垣内田町)
理事
　釜谷　　伸(釜屋町)　　中本　　進(東川原町)  
　酒井　一人(粟生町)　　蔭田　政宏(若草町)
　山口　正造(菅池町)　　横井　正巳(四柳町)
　木谷　　清(千路町)　　長濵　充成(滝町)
　伊藤　幸雄(柴垣町)
監事
　西　　定俊(新保町)　　松島　　修(飯山町)
　鎌口　良和(川原町)

町会長の皆さん （敬称略）

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

　大　宮　　　坂野　一男
　白　山　　　佐々木　聡
　宇　賀　　　宮本　　隆
　金比羅　　　川畑　達雄
　なぎさ　　　嶋　　辰夫

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

　太田町　　　湯尾　利一
　三ツ屋町　　柳生　正則
　石野町　　　浅野　克巳
　深江町　　　村田　清二
　若草町　　　蔭田　政宏
　次場町　　　上井　忠彦
　吉崎町　　　西浦　義範

　飯山町　　　松島　　修
　宇土野町　　岡部　伸一
　白瀬町　　　所司　敏和
　上白瀬町　　野崎　　智
　福水町　　　池田　義光
　中川町　　　山本　英明
　神子原町　　出口　隆一
　千石町　　　朝川　勇次
　菅池町　　　山口　正造
　千代町　　　金田　昭夫
　垣内田町　　宮崎　忠彦
　四町　　　　勝田　賢治
　上江町　　　髙田　忠晴
　千田町　　　宮森　義和
　円井町　　　藤岡　俊輔
　本江町　　　山本　博尚
　若部　　　　原田慶太郎
　寺境　　　　新田　良通

　尾長町　　　荒木　孝平
　尾長出町　　岡田　孝一
　志々見町　　吉野　和宏
　堀替新町　　嶋田　順二
　菱分町　　　深見　正二

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

　鹿島路町　　三宅　立美

　千路町　　　木谷　　清
　柳田町　　　柳澤　豊志
　上中山町　　川崎　　隆

　一ノ宮町　　岡崎　精一
　寺家町　　　松田　　協
　滝町　　　　長濵　充成

　柴垣町　　　伊藤　幸雄
　滝谷町　　　平田　正良

羽咋地区（11町会）

千里浜地区（５町会）

粟ノ保地区（６町会）

　富永地区（７町会）

　邑知地区（23町会）

　余喜地区（５町会）

鹿島路地区（１町会） 

越路野地区（３町会）

一ノ宮地区（３町会）

上甘田地区（２町会）

永年勤続感謝状を受ける
稲原敏夫さん
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子育て応援券の利用範囲を
拡大しました

問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

　子育て応援券は、出生してはじめて住民基本台
帳に記載されるのが羽咋市となる人に交付される、
子育て支援の金券です。
　今年度から、利用できる内容が追加されたので、
お知らせします。
有効期限　小学校就学前まで
対象
1 羽咋市内医療機関での任意予防接種
　（定期予防接種を除く）
2 羽咋市内の保育所(園)・認定こども園で
　行われる一時保育(半日800円、１日1,500円)
3 羽咋市ファミリー・サポート・センターの
　援助活動（1時間 500円～）
4 羽咋市内の店舗で購入したチャイルドシートや
　ジュニアシートの費用
5 羽咋市内の店舗で購入した小学校入学用の
　制服・体操服の費用
　※今年度から追加されました

ファミリー ･サポート･センターの
利用形態と利用料金が

変わりました
　ファミリー・サポート・センターとは、子育て
を援助して欲しい人(依頼会員)、子育ての応援を
したい人(提供会員※)が互いに助け合う、子育て
相互援助の会員組織です。
　今年度から利用しやすいように利用料金を変更
しましたので、お知らせします。

利用料金　　
旧

２時間まで：1,000円
１時間延長ごとに500円

新
１時間まで：500円
30分延長ごとに250円

　

｢市民提案型まちづくり支援事業｣２次募集
１　対象事業
　市民の皆さんが提案し、自分たちで実施する事
業で、「３年後にこういう町にしたい、こういう
活動をしたい」という目標を明確にし、新しい工
夫や発展性を取り入れ、助成期間終了後も継続が
期待できる事業。
２　対象団体
　市内に活動拠点等があり提案事業を誠実かつ確
実に実施できる５人以上で構成する市民団体など
３　助成金額（上限額）
　30万円／年(修繕費と備品購入費は上限あり）
４　助成期間
　最長３年間（３年後にこうしたいという目標に
向け、１年ごとに新しい工夫や発展性がある取り
組み）

５　助成率
　100％
　（ただし、施設の修繕や備品購入費は50％）
６　申請締切・申請先
　　⑴申請締切日　６月25日㈫
　　⑵申請先　市役所３階 企画財政課・企画統計係
７　説明会
　　⑴日時　６月11日㈫　午後７時～
　　⑵場所　羽咋市役所　３階　302会議室

申請方法など詳しくは、市企画財政課（☎22-
7162）へお問い合わせください。

※提供会員とは、主に保育士などの有資格者や子
育て経験があり、市が指定する講習を受けている
人です

助成率
100％
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古文書講座を開催します

盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会受講者募集

｢第６回はくい花火大会｣ 打ち上げ応援募金を募集

　今年度は６～７月に開催します。例年開催していた冬期にはありませんので、ご注意ください。

１「はじめての古文書講座」
初めて古文書に触れる人向けの講座です。
日時　６月８日㈯、６月15日㈯、６月22日㈯
　　　10:00～11:30
講師　若狭　康子　氏
２「やさしい古文書講座」
羽咋に伝わる古文書を読み解いていきます。
日時　６月29日㈯､７月６日㈯　10:00～11:30
講師　中越　幸子　氏

　目と耳の両方が不自由な人を“盲ろう者”とい
います。盲ろう者は、情報入手・コミュニケーショ
ン・移動等、様々な面で困難があります。それで
も社会の中で精いっぱい力を発揮し、学び、働き、
交流し、実りある人生を送りたいと願って頑張っ
ています。盲ろう者の支援にあなたの力をお貸し
ください。

目的　盲ろう者に対する理解と啓発、盲ろう者に
対する通訳・介助の基礎技術の習得

主催　石川県・金沢市

３「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㈰、7月21日㈰ 10:00～11:30
講師　西部　作　氏

いずれも定員各20名、
資料代各200円
会場・申込　歴史民俗資料館
　　　　　　（☎22-5998） 

実施機関　社会福祉法人石川県聴覚障害者協会
開催会場　羽咋公民館
開催期間　６月22日㈯～10月12日㈯
　　　　　毎回土曜日　全10回
　　　　　10:00～15:00（17:00のときもあり）
対象者　石川県在住の18歳以上の人
　　　　（高校生は除く）
受講料　教材費として5,000円
募集人数　15名
申込締切　６月７日㈮
申込先　社会福祉法人石川県聴覚障害者協会
　　　　　盲ろう事業担当
　　☎076-264-8615　ファクス076-261-3021
　　E-mail　deaf35@deaf-ishikawa.or.jp

㈰ 10:00 11:30

館
 

問い合わせ　市商工会（☎22-1393）

　今年も８月24日㈯に「第６回はくい花火大会」
を開催します。
　はくい花火大会は、市内外の企業・個人から協賛
金をいただいて運営しています。毎年「もっとたく
さん花火をあげてほしい」などの声を頂戴しますが、
例年予算いっぱい花火の購入に費やしています。
　今回も、広く市民の皆さんからも応援いただきた
く、花火打ち上げ応援金を募ります！
　皆さん、ぜひご協力ください。

打ち上げ応援募金箱設置場所
①道の駅のと千里浜
②あだちストア
③能登和楽の里
④フィットネスジムカプラス
⑤パーソナルトレーニングスタジオカプラス
⑥CO－LABO
⑦㈱宮本仏檀店
⑧羽咋市商工会　
 ほか
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コスモアイル羽咋大ホール
舞台操作員費助成金を拡充しました

問い合わせ　市生涯学習課・文化コミュニティー係（☎22‒9331）

　市民の皆さんがコスモアイル羽咋大ホールを利用しやすくするために、舞台操作員の委託費助成金を
拡充しました。
　大ホールで照明や音響などの設備を使用する場合は、舞台操作員が必要で、その舞台操作員に係る経
費は使用者が負担しています。
　これまで市では、舞台操作員６人以内の経費の５割に相当する額（100円未満切捨て）を助成してい
ましたが、今回の改正で、３人までを全額助成し、それに加え４人から６人までは５割に相当する額
（100円未満切捨て）を助成することになりました。助成金を希望する団体や個人の人は必要書類を添
え申請してください。

　 　

留学生とふれあい、世界の
友達をつくってみませんか！
JAPAN TENT ホストファミリー募集
　日本に留学している大学生を家族の一員として迎
えていただけるホームステイ家庭を募集しています。
１ ホームステイ期間(予定） ８月22日㈭～25日㈰
２ ホームステイに来る人　日本の大学で学んでい
　 る世界各国の留学生
３ 申込締切　６月28日㈮
※留学生のほとんどが日本語を話せます。
　また、留学生の国籍や性別など希望があれば、
　ご相談ください。
問・申　市生涯学習課
　　　　（☎22-9331）

　

第39回折口父子記念短歌大会作品募集

問い合わせ・申込み　市生涯学習課（折口父子記念会事務局　☎22-9331　〒925-8501 羽咋市旭町ア200番地）

　折口父子を偲んで短歌大会を開催するにあたり、短歌作品を募集します。
　ふるってご応募ください。
受付期間　６月20日㈭～７月10日㈬ （当日消印有効）
応募詠歌　一人一首（自由題）
投稿料　1,000円
※無記名の郵便小為替を同封願います。
※投稿用紙は、市内各公民館、コスモアイル羽咋、
市教育委員会（市役所４階）、市ＨＰにあります。

短歌大会　８月25日㈰　10時～
　　　　　（コスモアイル羽咋　ロトンダ）

　男女が互いに人権を尊重し、喜びも責任も分か
ちあい、性別に関わりなく、それぞれ個性と能力
を発揮できる社会。それが男女共同参画社会です。
　男女共同参画社会を実現するためには、行政の
みでなく市民の皆さん一人一人の取組が大切です。
この機会に、職場・学校・地域・家庭など、私た
ちのまわりの男女のパートナーシップについて考
えてみませんか？
　また、市での取り組みなどをまとめた「羽咋市
男女が共に輝くまちづくりプラン」推進状況報告
書を市ＨＰで公開していますので、ぜひご覧くだ
さい。
問　市生涯学習課（☎22-9331）

6月23日～29日は
男女共同参画週間

「男女共同参『学』」 「知る 学ぶ　
考える　私の人生 私がつくる」
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危険物安全週間

問い合わせ　羽咋消防署・警防係、予防係（☎22-0089）

　危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するため、毎年６月の第２週は危険物安全週間とされ
ています。
　危険物事故が起こらないよう今一度、家庭内の危険物の貯蔵や取扱いについて見直してみましょう。

６月２日㈰～８日㈯

危険物安全週間推進標語　危険物安全週間推進標語　無事故への　構え一分の　隙も無く無事故への　構え一分の　隙も無く

危険物とは？？
１ 火災発生の危険性が高いもの
２ 火災拡大の危険性が高いもの
３ 消火が困難なもの
身近なものではガソリンや灯油、油性塗料、
殺虫剤、ヘアスプレーなどがあげられます。

使用時に注意すること！！
１ 火気のある場所では使用しない
２ ファンヒーターや暖房機のそばには置かない
３ 直射日光のあたる場所や気温が高い場所で保管し
　 ない

火災が起こったら…
　住宅での危険物火災で多いのは石油ストーブや天ぷら油の火災です。水をかけると燃え広がってしま
うため、消火器を使用するようにしましょう。消火器がない場合は水で濡らして絞ったタオル等を覆い
かぶせましょう。自宅に消火器がない人は住宅用消火器を設置しましょう。

C
キ ャ フ ス

AFS機能付き消防ポンプ自動車を配備
　４月に羽咋消防署に新しい消防ポンプ自動車が配備され、
運用を開始しています。一番の特徴は、水に少量の消火薬剤
を加え、そこへ圧縮空気を送り込み発泡させる、“ＣＡＦＳ
装置（圧縮空気泡消火装置）”を備えていることで、より効
率的な消火活動が可能となりました。

ＣＡＦＳの消火効果と消火薬剤について
　消火薬剤を混合させた圧縮空気泡は浸透性が高く、少な
い水で効率の良い活動ができ、水損防止にもつながります。
　また、使用する消火薬剤は、石鹸由来の成分で人体に無
害であり、河川の汚染や農作物に対しても影響を及ぼさな
い「環境に優しい」という特長を持っています。
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　平成30年中に羽咋署管内で
発生した盗難被害の多くは無施
錠でした。狙われるのは鍵のか
かってない家・車・自転車です。
少し離れるときでもしっかり施
錠することが、最も有効な防犯
対策になります。

　　　

～６月９日はロックの日～

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

地域安全ニュース ハク太郎羽咋警察署・羽咋郡市防犯連合会からのお知らせ ク太郎せ

広　告　欄

　

問い合わせ　邑知公民館（☎26-0027）

ホタル観賞会ホタル観賞会ホタル観賞会ホタル観賞会 ６月８日に開催

至 七尾
至 氷見

至 金沢

至 千代町

至 垣内田町

至 四町

至 羽咋市街

進入禁止箇所
観賞場所

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

邑知小

飯山飯山飯山

邑
知
川

１ 日　　時　６月８日㈯　
　 　　　　　午後７時30分～(小雨決行)
２ 集合場所　邑知ふれあいセンター　ホール
※事前にホタルの生態について勉強します
３ 観賞場所　邑知川沿い(邑知小学校横)
※小学生・保育園児は、家族の人と一緒に参加し
てください。
※観賞会ですので､ホタルを捕まえないでください。
《交通規制の予告》
１ 日　　時　６月７日㈮～６月16日㈰　
　 　　　　　午後７時30分～午後９時
２ 規制内容　期間中、規制区域内の車での通行
　 　　　　　はできません。
※車で来られる人は邑知小学校の駐車場をご利用
ください。

昨年起こった、無施錠による被害状況
１ 住宅侵入盗　　13件発生し、すべてが無施錠でした。 
　【注意】 普段使わない出入り口や小さい窓にもしっかり鍵をかけましょう！
２ 自転車盗　　　８件発生し、７件が無施錠でした。 
　【注意】 普段からのツーロックで防犯効果を高めましょう！
３ 自動車盗　　　１件発生し、無施錠でした。 
　【注意】 駐車したら必ず鍵をかけましょう！



16　広報はくい No.804 2019年６月

●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）

　ＵＦＯの町はくいを家族やグルー
プで、史跡や名所をクイズを解きな
がらウォーキングしましょう。
日時　６月９日㈰
　　　集合時間８:30、開会式９:00
場所　羽咋すこやかセンター玄関前
参加費　１人500円（弁当付き）、
　　　　１チーム２～５人
締切　６月３日㈪
実施団体　NPO法人バモスはくい
スポーツクラブ、NPO法人わくわ
くネット・はくい（共催）、
羽咋市市民活動支援センター（協力）
問　NPO法人わくわくネット・はくい
　　（☎22-0909）

日時　５月31日㈮～６月９日㈰ 
場所　コスモアイル羽咋
内容　市内の小中学生による水道に
関する絵画を展示
問　市地域整備課（☎22-7133）

日時　６月16日㈰ 
　　　14:00～ (10分前開場)
作品　『ドラゴン・キングダム』
　　　（約86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)

広　告　欄

日時　６月８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29日㈬～６月７日㈮

日時　６月15日㈯　9:00～
場所　リサイクルセンター (滝谷町)
定員　20人　　参加費　700円
持ち物　布１枚、裁縫用具
内容　古着を使って小物を作り、ご
みを出さない工夫と布の有効利用を
学びます。
講師　原田　洋子さん
申込期間　６月５日㈬～６月14日㈮

エコクッキング教室(第３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３回)

水道週間ポスター展

図書館の映画上映会

ＵＦＯはくいウォークラリー

折口信夫　碑めぐりウォーキング

　本市ゆかりの折口博士関連の碑を巡るウォーキングを行います。博士を
しのびながら、初夏のさわやかな風の中、健康的に歩いてみませんか。
日時　６月22日㈯　８:30～10:30　
集合　気多大社駐車場（８:30までに集合）
コース（歩行距離約３キロ）　
気多大社【父子歌碑】→気多社叢奥（折口歌碑）
→大社焼→藤井家（折口歌碑）→大穴持像石
神社（タブノキ、地震石）→寺家墓所（父子墓）
→大鳥居→気多大社参道→気多大社
参加費　無料
申込　不要
問・　　市生涯学習課（折口父子記念会事務局）
　　　　（☎22-9331）

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

　県内各地の青年が羽咋に集い、伝
統芸能や文化活動を披露します。出
場者、ボランティアスタッフ、観覧
者を募集中です。
　また、いしかわ芸能文化体験ブー
スも同時開催。県内各地の伝統芸能
や文化を、この機会に体験してみま
しょう！
日時　７月21日㈰ 
　　　10:00～16:00(受付9:00～）
場所　コスモアイル羽咋
参加費　いずれも無料
出場者申込締切　６月21日㈮
問・　　羽咋市青年団協議会
E-mail:hakui@ishikawa-seinen.com
(☎080-1954-7691)
※できるだけメールでのご連絡を
　お願いします。電話の場合は
　18時以降におかけください。

　リズムに合わせた楽しい健康体操
です。いつでも体験できます！
○富永公民館
日時　第２･４火曜日　10:30～12:00
問　陰本　090-7742-8100
○一ノ宮公民館
日時　毎週木曜日　10:00～11:30、
　　　　　　　　　19:30～21:00
問　渡辺　090-5683-7003

　2019年国民生活基礎調査（世帯
票・健康票・介護票）は、６月６日
を調査日として実施します。対象は
全国で無作為に選ばれた地域の全世
帯です。保険・医療・福祉など、国
民生活の基礎的な事項を調査します。
調査対象に選ばれた世帯には調査員
がお伺いしますので、調査票のご記
入ご回答をお願いします。
問　能登中部保健福祉センター
　　企画調整課
　　（☎0767-53-2482）  

　社会保険労務士による無料年金相
談所を下記の日程で開設します。事
前にご予約のうえ、ご相談ください。
実施日・実施場所
６月26日㈬、９月25日㈬、
12月25日㈬、３月25日㈬　
市役所１階101会議室
10:00～12:00、13:00～16:00
問　市市民窓口課・国保年金医療係
　　（☎22-7194）

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

国民生活基礎調査
ご協力のお願い

　今年も大勢の皆さんとゆっくり楽
しく走りながら、体力づくり、健康
づくりをしませんか。
期間　８月18日㈰まで （100日間の
途中からでも自由に参加できます）
時間　日曜日は朝６:00ラジオ体操
　　　後スタート
　　　月～土曜日は朝５:30スタート
集合場所　羽咋中央公園（雨天決行）
コース　千里浜大通り周回約３㎞
　　　　または千里浜郵便局→
　　　　八幡まぐろや周回５㎞
　　　　（競走ではありません。
　　　　自分のペースで走ります）
参加料　無料　　申込　不要
表彰　50日以上・70日以上・90日
　　　以上には完走証と賞品
     　 100日完走者には特別賞
主催　羽咋公民館　羽咋走ろう会
問　羽咋公民館（☎22-6226）
　　松本 利明（☎24-1019）

申

石川県青年文化祭
出場者、ボランティアスタッフ、

観覧者募集

出張年金相談窓口を開設

100日健康マラソン
参加者募集

３Ｂ体操教室生募集
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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　21,555人(－６人)
　□男性　10,202人( －３人)
　□女性　11,353人( －３人)
■世帯数　8,559世帯(+８世帯)
＊令和元年５月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【４月中の人口動態】
　□出生　　　    10人　
　□死亡　　　    25人
　□転入など　    72人
　□転出など　    63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６月分

お詫びと訂正

　児童手当を受けている人には、
毎年６月中に「児童手当現況届」
の提出をお願いしています。
　この届は、６月１日現在の状況
（養育状況、前年の所得、加入年
金の種類の変更）によって、児童
手当を引き続き受ける要件がある
かどうかを確認するためのもので
す。
　現況届の提出が遅れると、６月
分以降のお支払いができません。
　該当する人には６月上旬に届出
用紙を送付しますので、必要事項
を記入し、お早めに提出してくだ
さい。（添付書類が必要な場合が
あります。）公務員の人はお勤め
先で手続きをしてください。
　政府が運営するオンラインサー
ビス「マイナポータル」による

　「広報はくい５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。
P23「市長からの手紙」で掲載した
「行財政改革大綱」について
「誤」第６次　→　「正」第７次
問　市秘書室・広報広聴係
　　（☎22-0771）

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　６月11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）

児童手当の現況届の提出はお早めに

電子申請も可能です。詳しくは
マイナポータル（https://myna.
go.jp）をご覧ください（ただし、
電子申請には、マイナンバーカー
ド及び対応機器等の準備が必要で
す）。
提出期限　６月28日㈮
提出場所　市役所1階市民窓口課
　　　　　⑦番窓口
受付時間　８:30～18:30
（休日を除く月～金曜日）

問　市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）

児童手当の支払日は６月12日です
　２月～５月分の児童手当が指
定された金融機関に振り込まれ
ますので、通帳の記帳でご確認
ください。児童手当は６月・10
月・２月にそれぞれの前月分ま
でがまとめて振り込まれます。

斎場施設の休業日
　羽咋斎場は補修工事のため、
下記の期間休業します。
期間　６月11日㈫～６月13日㈭
※工事期間中は、志賀斎場を
　ご利用していただきます。
問　羽咋郡市広域圏事務組合
　　（☎27-1153）

譲ります
・大正琴（かばん付）
・座布団10枚
・和たんす　・リメイク用着物と帯

譲ってください
・炊飯器 （3合炊き）
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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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自然資源、文化遺産を子々孫々に
　５月１日からいよいよ『令和
時代』が始動いたしました。
　新時代を迎えて日本は本
格的な“人口減少社会”、“グ
ローバル社会”、“創造社会
(society5.0)”に突入していく
ことは間違いありません。いず
れも大きな課題であります。
　こうした状況の中でいま注目
を浴びているのが『令和』の出
典元で、日本で最古の歌集とい
われている万葉集です。

　万葉集の編纂者、大伴家持が
奈良時代の748年に気多大社へ
参拝に訪れたときに詠んだ歌が、
皆さんご存知の、万葉集の巻十
七に収められている『之

し

乎
お

路
じ

か
ら 直

ただ

越え来れば 羽咋の海 朝凪
したり 船梶もがも』です。
　この『羽咋の海』について、
千里浜海岸や邑知潟などの説が
ありますが、いずれにしても羽
咋の地の素晴らしい景観に感動
した歌です。

　羽咋市には素晴らしい自然資
源や文化遺産がたくさんあり
ます。これらをしっかりと保全、
継承していくことが私たちの大
きな役目だと思います。皆さん
のご協力をお願いいたします。
 （５月９日）

羽咋市長　山辺芳宣
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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１月生)
　６月５日㈬　12：45～
●１歳６カ月児健診(平成29年11月生)
　６月６日㈭　12：45～
●４カ月児健診(平成31年２月生)
　６月25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　６月５日㈬
　午前10時30分～11時30分
「親子でリトミック」 講師：中條 久美子　さん

☆育児相談　６月12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　６月19日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　６月26日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：とき保育園

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
６月 ４日㈫ ★歯のはなし こすもす保育園

５日㈬ 絵本って楽しいね 西北台保育所
５日㈬ はみがきシュコ！シュコ！　 羽咋幼稚園
７日㈮ お父さんにプレゼントを作ろう とき保育園
７日㈮ マットであそぼう　 羽咋白百合幼稚園
10日㈪ いっしょにあそぼう！ 邑知保育園
11日㈫ お父さん大好きプレゼント作り こすもす保育園

　✿大きくなったね(身体測定)
12日㈬ パパだいすき！キーホルダー作り　 羽咋幼稚園
13日㈭ パパへのプレゼント作り 千里浜保育所
14日㈮ お父さんだいすき♥ 羽咋白百合幼稚園

　18日㈫ ボールハウスであそぼう こすもす保育園
19日㈬ 七夕飾りを作ろう 西北台保育所
19日㈬ うちわ作りをしよう！　 羽咋幼稚園
21日㈮ 七夕飾りを作ろう　 とき保育園
24日㈪ 看護師講座 邑知保育園
25日㈫ 七夕飾りを作ろう こすもす保育園
26日㈬ はちゃめちゃ！どろんこあそび① 羽咋幼稚園

（♪汚れてもいいお洋服、タオルがいります。）
27日㈭ たなばた飾りを作ろう　 千里浜保育所
28日㈮ たなばた飾りをつくろう 羽咋白百合幼稚園

羽咋市立千里浜児童センター（☎22-6318) 
　多彩な遊びが楽しめ、どこの地区のお子さんでもご利用できます。
　乳幼児のお子さんは、必ず保護者と一緒にご利用ください。

利用料
無料

利  用  時  間　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
 ６月  　 １日㈯　午後２ 時　　  レクリエーション（ビンゴゲーム）
　　　　 ８日㈯　午後２ 時 父の日プレゼント（プラバン作り）　定員10人 無料 要申込み
　　　★15日㈯　午後２ 時 グラウンドゴルフクラブ　
　　　　15日㈯　午後３ 時 お茶クラブ　講師 辻森 正美さん
　　　★17日㈪　午前10 時 ベビーイングリッシュ 定員10組程度 無料 要申込み

こすもす保育園親子育児講座
６月４日㈫　午前10時～午前11時

「歯のはなし」 
講師：歯科衛生士　　　　　

　　干場　利子　さん

11㌻にも子育て関係情報を掲載
しているのでご覧ください。
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新着図書のご案内

陰陽師女蛇ノ巻(夢枕獏)M&A
神アドバイザーズ(山本貴之)
キッド(相場英雄)こうして誰
もいなくなった(有栖川有栖)
麦本三歩の好きなもの(住野
よる)カゲロボ(木皿泉)方丈の
孤月(梓澤要)絲的ココロエ(絲
山秋子)自分流のすすめ(曽野
綾子)思わず考えちゃう(ヨシ
タケシンスケ)私がオバさん
になったよ(ジェーン•スー)カ
レーの匂いがわからなくなっ
たら読む本(三輪高喜)フライ

パンひとつで、麺(武蔵裕子)
明日はきっとうまくいく(沖昌
之)久保修切り絵画家の半生
(久保修)ブッシュクラフト読
本(長谷部雅一)森瑤子の帽子
(島崎今日子)すごい言い訳!(中
川越)座席ナンバー7Aの恐怖
(セバスチャン•フィツェック)

部長会議はじまります(吉野万
理子)カイとティムよるのぼう
けん(石井睦美)長浜高校水族
館部!(令丈ヒロ子)からくり探
偵団(藤江じゅん)5秒後に意
外な結末(桃戸ハル)イラスト

で読むAI入門(森川幸人)ほん
とうにあった!物語と魔法ワー
ルド(石崎洋司)人見絹枝(大野
益弘)もくもくをつかまえた
(ミカエル•エスコフィエ)ふっ
てきました(もとしたいづみ)
ねずみのシーモア(池田朗子)
しあわせのバケツ(キャロル•
マックラウド)たべものやさん
しりとりたいかいかいさいし
ます(シゲタサヤカ)てんぐ(杉
山亮)タイヤさん(長田真作)パ
ンダかぞえたいそう(いりや
まさとし)じょうずな歯みがき
(楠章子)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■６月の休館日
　4日㈫･11日㈫･18日㈫･25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 ・
緑あふれる生活 数であそぼう

「リーフアレンジメントを楽しむ本」
坂倉 有香/著　　河出書房新社

「かぞえておぼえる かずのえほん」
島田 ゆか/絵　鈴木出版

　華やかな花を引き立てる葉っぱは、
なくてはならないものです。その葉っ
ぱ１つ１つは、形も色も同じものはな
く、個性があります。その脇役たちを
主役にして、素敵な「グリーンアレン
ジメント」を紹介します。緑のある生
活を楽しみましょう。

　ひろくんの家にテレビが１だい、キッ
チンにフライパンが２こ、自転車が３
だい・・・絵を見て、ひろくんの身の
まわりにあるものを数えてみましょう。
所々のページにも「さがしてしてみよ
う」のクイズがあります。絵の中から
探して数えてみましょう。

ず

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　６月８日㈯
　　　午前10時～11時
場所　図書館内・おはなしコーナー
■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
日時　６月24日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

季節の「切り絵」教室
テーマ　睡蓮<スイレン>
日時　６月13日㈭　午後２時～４時
場所　コスモアイル羽咋・研修室
材料費　200円　　　定員　15人
持ち物　シャープペン、カッター（刃が30°のもの）
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自分と羽咋
　私は大学進学時、「県外に行って、
自分の知らない世界にたくさん触れ
てみたい！」という強い思いを持っ
て、羽咋を離れました。それからは
和歌山、神奈川、愛知で生活を送り、
そして今年の春からは大阪に住み始
めています。現在は、企業の情報シ
ステム部にてシステムエンジニアと
して働いています。そして、近況や
地元への想いを発信したいと感じて
おり、「広報はくい」にて紹介してい
ただけること、大変嬉しく思ってい
ます。ありがとうございます。
　羽咋を離れてからは、苦労するこ
とも多くありましたが、出身中学で
ある邑知中学校の校訓「らしくあれ」
をモットーに、生活を送ってきまし
た。確か卒業式のときだったと思う

のですが、校長から「校訓『らしく
あれ』のように、いかなるときも自
分らしくあってください」と言われ
たことを覚えています。今でもふと
した瞬間に、「これって自分らしい？」
と考える良いキッカケになっていま
す。
　ところで羽咋の魅力といえば、自
然豊かで、海も山も近いなどがあり
ますが、私は特に“人との繋がり"を
感じることができる街だと思います。
母が40年近く羽咋市内のさまざまな
保育所に勤めていたこともあり、小
さい頃はスーパー等に行くと、母の
知り合いとすれ違うことがよくあり
ました。当時は「見たことないけど
…まあ、とりあえず挨拶しといた方
がいいのかな？」と思い、人見知り

のため陰から会釈していたことを今
でも鮮明に覚えています。“知らな
い人でも、どこかで繋がっている”こ
れは、立派な魅力だと思います。
　羽咋は大きな街ではないですが、
農家をしている人たちや、工場で
働いている人たち、さまざまな人た
ちの繋がりによって支えられている
素晴らしい街だと思います。大阪に
住んでいる友達からは、遠く離れた
地でも羽咋のために活動している人
たちがいるということを知りました。
自分も羽咋へ貢献できることはない
か、共に考えていこうと思います。
　これからも羽咋で過ごした18年間
を大切にし、自分らしく、はくい人
らしく、人生を歩んでいきたいです。

川口　大智 さん(29歳）

（千代町出身、
　大阪府大阪市在住)

2019年４月の羽咋川
（羽咋高校のセレステ先生が撮影した写真）

Hi, everyone! How are you?
Something I love about Japan is 
the attitude toward exercise and 
staying healthy. So many people 
of all ages play sports, go to the 
gym, or go jogging and it’s really 
nice to see. I think exercise is 
really important not just for your 
body, but also your spirit. 
You may have seen me running 
around Hakui sometimes. I don’t 
really like running, but I like 
chocolate and ramen, so I need 
the exercise, and Hakui is a really 
interesting place to run around. 
There is always something to look 
at. I usually run by Hakui River to 
the sea. There’s a beautiful mix 
of old and new buildings, nature 
and humanity, so there’s a nice 
balance. Also, there are not 
many hills so it’s nice for me!
See you around!

　こんにちは、皆さん、お元気ですか。
日本の好きなところの一つは、運動
と健康維持に対する考え方です。年
齢層を問わず、とても多くの人がス
ポーツをしたり、ジムに通ったり、
ジョギングをしたりする姿を見られ
るのはとても良いことです。 運動は、
身体面だけでなく精神面においても
非常に大切なことだと思います。
　皆さんは私が羽咋市内を走ってい
るのを見たことがあるかもしれませ
んね。私は走るのがあまり好きでは
ないのですが、チョコレートとラー
メンを好んで食べるので運動する必
要がありますし、羽咋はランニン
グをするのに本当に楽しい場所です。
常に発見があります。私はいつも羽
咋川から海に向かって走っています。
古い建物と新しい建物、自然と人工
物がうまく調和し、バランスが取れ
ています。それに、それほど起伏が
激しくないので、私にとってはあり
がたいです！
ではまた！
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みならず金沢市や東京の飲食店と
も取引しています。
　また、“のとしし”はふるさと納
税でも自然栽培米に次いで人気の
返礼品となっており、市の魅力発
信の一翼を担っています。
　これまでの取り組みが評価さ
れ、昨年11月の農林水産省が選ぶ
“ディスカバー農

む ら

山漁村の宝”のジ
ビエグルメ賞、ことし２月の“日
本猪祭り”で準グランプリに輝く
など、多くの賞を受けました。さ
まざまな反響があり、施設への視
察・見学は年間約50件にものぼり
ます。
　今後の展開として、これまで産
業廃棄物として処理していた皮、
骨、内臓を、約550℃で熱するこ
とで炭化させる装置を導入しまし
た。燃料は間伐材を使用していま
す。銃弾が残る個体や病気の個体
は炭化できませんが、これまでお

　京都出身で飯山町在住の加藤晋
司さん。平成27年４月から地域お
こし協力隊として市のジビエ政策
に取り組みはじめ、平成30年１月
１日からは合同会社のとしし団の
代表として、市獣肉処理施設（飯
山町）を拠点に日々奮闘しています。
　取り組みを始めた当初は、全く
知識、経験がない状態だったため、
「苦労をしました」と語る加藤さん。
　まずは白山市の獣肉解体処理施
設で研修を受け、必要な知識・技
術・道具などについて学びました。
白山市で得た知識・技術をもとに、
また反省点を羽咋に持ち帰り、平
成27年10月に完成した獣肉処理施
設で業務を開始。施設ができた後
は、販路拡大に苦労しました。
　初めはブロック肉のみの取り扱
いでしたが、需要に応じてスライ
スやミンチ、ソーセージなどに加
工するようになり、現在は市内の

　

　古墳時代から平安時代にかけ、
現在の関東地方で栄えた文化を東
国文化といいます。現在の群馬県
に位置した上

こうずけのくに

野国は肥沃な土壌と
豊富な水に恵まれ、政治や文化の
中心だったヤマト王権と連携する
ことで、東国文化の中心地として
発展しました。
　その中でも藤岡市には数多くの
古墳が残されています。その１つ
の「白

しろいし

石稲
いな り

荷山古墳」は自然の地
形を生かした大型の前方後円墳で、

平成５年には国の史跡に
指定されています。
　これまでの調査では古

墳の正確な大きさや形は分かって
いませんでしたが、平成31年２
月から３月にかけて市・早稲田大
学・群馬県立博物館の合同で三次
元測量や地中レーダー探索などの
最先端技術を活用した調査を行っ
たところ、推定全長150ｍ強と、
当時としては東日本最大級である
ことが分かりました。
　また従来は少し歪んだ形をして
いるとみられていた前方部もきれ
いな左右対称で３段に築かれてい

金を払って廃棄していた部分を炭
と灰にすることができ、炭や灰は、
今後、成分検査を行い、肥料登録
することを検討しています。
　農業の障害となっていたイノシ
シを食肉として特産化し、さらに
食べられない部分は肥料として
農業に役立てるという、マイナス
をプラスに転換する取り組みです。
“イノシシに捨てるところなし”の
スキーム実現に向け、今後も取り
組んでいきたいと意気込みを語っ
てくれました。

獣害から特産への転換

たことが分かり、高い技術で造ら
れたことが伺えます。

白石稲荷山古墳
～最先端技術で読み解く古代の遺産～

炭化した骨を手に取る加藤さん

加藤　晋司さん
(31歳､飯山町)
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羽咋小６年生67人が学習
　４月18日、千里浜海岸そばの大伴家持の歌碑前で、羽
咋小６年生67人が、羽咋と万葉集のつながりについて学
習しました。
　歌碑に刻まれた 『之

し お じ

乎路から 直
ただ

越え来れば 羽咋の海 
朝凪したり 船梶もがも』は、万葉集を編纂した大伴家持
が748年の能登巡行の道中に羽咋を訪れた際に詠んだ歌
です。
　説明の中で、新元号『令和』の典拠が万葉集巻五の「梅
花の歌32首序文」であることや、『波久比（はくい）』の
文字を例にとって万葉仮名の成り立ちについても触れ、
児童はところどころで驚きの声を上げていました。

羽咋と万葉集の関係学ぶ

大伴家持の歌碑の前で説明を聞く児童ら

　市内では、住民が主体となって地域支え合いの活動が
行われています。いつまでも元気でいられるように、通
いの場へ参加してみてはいかがでしょうか。

大町お楽しみ会
　４月19日、地域ささえ愛倶楽部 村友（大町）で、住
民主体の地域支え合いの活動が行われました。
　毎週金曜日に地区サロンの人や食生活改善推進員・ボ
ランティア数人で活動しており、コーヒーブレイクから
始まり、心理テストなどの頭の体操、アニメのテーマソ
ングに合わせた体操などを行っています。
　参加者のほとんどは歩いて会場まで来ており、毎週の
活動を楽しみにしていると語ってくれました。

柴垣はつらつ体操
　同23日、柴垣町会館でも同様の活動が実施されまし
た。昨年5月から活動を始めようやく１年。介護予防サ
ポーター２人が中心となり、毎月第２・４火曜日に開催
しています。
　はつらつ体操と棒体操の後に、ＤＶＤを見ながら懐か
しい歌に合わせて体を動かしたり、時には万華鏡づくり
などの工作をしたりしています。
　参加者は、月２回の体操の日を忘れないよう、お互い
声を掛け合っていることや、一人ではなかなか体を動か
さないので、開催日をとても楽しみにしていると話して
くれました。

地域の通いの場として

心理テストを楽しむ大町の皆さん

はつらつ体操を行う柴垣町の皆さん
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新元号にちなんだ砂像も出現
　４月27日からスタートしたゴールデンウイークに合わ
せて、道の駅のと千里浜も大にぎわいとなりました。昨
年は悪天候に見舞われたＧＷですが、今年は天候も崩れ
ることなく、軒下では焼きいもやカップケーキ、クレー
プなど多数のブースが出店し、観光客を迎え入れました。
　また、入口正面には、千里浜砂像協会の古永健雄副会
長が新元号発表シーンをイメージした顔出し砂像を制作
し、５月１日には観光客らが列を作り、スマートフォン
やカメラで写真を撮っていました（表紙参照）。加えて、
５月３日と４日には同協会による砂像作り体験コーナー
が設置され、親子連れなど多数参加し、キャラクターな
どの像を作成し楽しんでいました。

ＧＷ、大にぎわいの道の駅

観光客でにぎわう道の駅の軒下（左）
と砂像作り体験の参加者（右）

市交通安全協会表彰式・定例総会を実施
　４月25日、市交通安全協会の表彰式と定例総会が開催
されました。
　はじめに、若狭隆太郎会長が「市内の事故は年々減少
しているものの、全国では悲惨な交通事故が起きている
昨今、羽咋市も他人事ではありません。今後も市、警察
と連携した活動を続けていくにあたり、ご協力をお願い
したい」とあいさつしました。
　表彰式では、交通安全功労者として佐野直さん（一ノ
宮分会）が、優良街頭交通推進隊員として川島大樹さん
と中畠義秋さん（羽咋支隊）、今江万蔵さんと菊澤利信さ
ん（富永支隊）が表彰を受けました。

交通事故の無い社会を目指して

交通安全功労者表彰を受ける佐野直さん

市商業協同組合が絵画コンクールを開催
　４月25日、道の駅のと千里浜で、市商業協同組合主催
の絵画コンクールの表彰式が行われ、同組合の金井亮太
郎理事長や道の駅のと千里浜の野間駅長から、賞が贈ら
れました。
　テーマは“わたしの家族”で、今回は邑知保育園の年長
組の24人が応募。園児らの作品は５月12日まで掲示され、
観光客や市民の皆さんを迎え入れました。
　同コンクールは、道の駅がより市民に親しんでもらえ
るよう、同組合がはじめて企画したもので、今後は、７
月に余喜保育所、８月に千里浜保育所の園児の作品も掲
示される予定です。

市民により親しまれる道の駅に

自分の絵を見つけて喜ぶ園児ら

羽咋中全校生徒へ呼び掛け
　５月８日、“スマホ・ケータイ安全教室”が羽咋中学校
で開催され、全校生徒368人と保護者約30人が、スマー
トフォンを介したトラブルや事件の被害者とならないよ
うに、その正しい使い方を学びました。
　ＮＴＴドコモの社員と羽咋警察署の署員が講師とな
り、スマートフォンによるＳＮＳなどのインターネット
利用時の注意点やコミュニケーションの際に気を付ける
ことを説明。スマートフォンは、便利なツールである反面、
さまざまなリスクがあることをしっかりと自覚すべきだ
と注意を促しました。

インターネットのリスク、自覚して

スマートフォン利用時の注意点を学ぶ生徒
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　＝市役所
■問い合わせ
市役所代表電話(☎22-1111)

市

日　時 行　事　名 場　所 担　当

6/1 ㈯ 13:30～
15:00

羽咋市少年少女発明クラブ
「大空に凧をあげよう」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

  2 ㈰ 9:00～
17:00

初夏を彩る文化祭　囲碁大会
               　　　   将棋大会

羽咋すこやかセンター
羽咋勤労者総合福祉センター 生涯学習課

10:00～
12:00 ベビーセミナー 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

  3 ㈪ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診 千里浜公民館 健康福祉課

  4 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  5 ㈬ 8:30～
10:00 市民健診 一ノ宮公民館 健康福祉課

 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

  6 ㈭ 9:00～
17:00 初夏を彩る文化祭（～９日まで） コスモアイル羽咋 生涯学習課

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か月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  8 ㈯ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館 図書館

  9 ㈰ 9:30～
12:00 歯と口の健康フェア 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

12:00～ 第47回羽咋市こども相撲大会 唐戸山相撲場 生涯学習課

13:30～
15:30 初夏を彩る文化祭　吟道まつり コスモアイル羽咋 生涯学習課

 11 ㈫ 8:30～
10:00 市民健診 越路野公民館 健康福祉課

 12 ㈬ 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

 13 ㈭ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診 鹿島路公民館 健康福祉課

14:00～
16:00 切り絵教室　テーマ「睡蓮（スイレン）」 コスモアイル羽咋 図書館

工事の発注状況
（１千万円以上）４月分

該当する工事はありませんでした。
＊入札結果は、市のホームページで公
開しているほか、どなたでも市企画財
政課（☎22-7162）で閲覧できます。

６月の休日当番医
(午前９時～正午：事前連絡必要)

※医療機関および診療時間が変更となる
場合もあります。当日の新聞などで
ご確認ください。

※休日に診療した場合は、休日料金が加
算されます。

２日㈰
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜 ☎28-2033
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

９日㈰
　四蔵医院（内科）
　志賀町仏木 ☎37-1030
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

１６日㈰
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　いけの整形外科
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

２３日㈰
　河﨑医院（外科･胃腸科･内科）
　志賀町高浜町 ☎32-0019
　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

３０日㈰
　ひよりクリニック（内科･外科）
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

今月の納税
納期限 ７月１日㈪　
市県民税 １期　
※市税の納付は便利な口座振替で
問　市税務課・収納係(☎22‒1113)

◇囲碁大会
　６月２日㈰　９:00～17:00　　
　羽咋すこやかセンター ２階 研修室
◇将棋大会　
　６月２日㈰　９:00～17:00　　
　羽咋勤労者総合福祉センター ２階 研修室
◇芸能まつり
　６月16日㈰　13:00～16:00
　コスモアイル羽咋 大ホール
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 16 ㈰ 13:00～
16:00 初夏を彩る文化祭　芸能まつり コスモアイル羽咋 生涯学習課

14:00～
15:30

こども映画上映会
「ドラゴン・キングダム」（約86分） コスモアイル羽咋 図書館

 18 ㈫ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診 上甘田公民館 健康福祉課

 19 ㈬ 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

 20 ㈭ 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

 21 ㈮ 8:30～
10:00 市民健診 神子原公民館 健康福祉課

 22 ㈯ 8:30～
10:30 折口信夫　碑めぐりウォーキング 気多大社駐車場

出発 生涯学習課

 24 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 25 ㈫ 13:00～ ４か月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 26 ㈬ 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

10:00～
16:00 出張年金相談窓口の開設 　 101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

 27 ㈭ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診 余喜公民館 健康福祉課

 14:00～
15:30 まんまくらぶ 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 29 ㈯ 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

観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

観光・イベント情報

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

　羽咋市からの情報として、１市３町の広
報紙に、「ホタル観賞会」を紹介しました。

七尾市七尾市

志賀町志賀町

宝達志水町宝達志水町
民話絵本「こたろう
ぎつね」の原画展

中能登町中能登町

小松の民話絵本「こたろうぎつね」の原画
展を開催します。登場人物が活き活きと優
しい色遣いで描かれ、あたたかな世界が広
がる原画展に是非お越しください。
期間　6月13日㈭まで（月曜休館）
　　　９:30～18:00（土日祝９:00～18:00）
場所　宝達志水町立図書館
問　宝達志水町立図書館(☎0767-29-8350）

「万葉集」について、やさしく学べます。
講師　吉本　與彦　先生
日時　６月６日㈭～７月４日㈭
　　　毎週木曜日　10:00～11:30
場所　志賀町立図書館２階・おはなし会室
問　志賀町立図書館 （☎0767-32-1740）

万葉集講座「入門編」

かつて石動山の修験者が行っていたとされ修験者が行っていたとされ
る荒行を彷彿とさせる水行などを通じて、
無病息災を祈願します。
開催日　７月５日㈮　10:00～
場所　不動滝（井田）
内容　滝壺法要、水行体験、護摩法要
問　不動滝を護る会（☎0767-76-1422）

不動滝　滝開き

祭りの國能登の賑い
第23回能登よさこい祭り

一糸乱れぬ踊り子たちの演舞。圧巻のパ
フォーマンスをご覧ください。
開催日　６月７日㈮～９日㈰
場所　和倉温泉街
問　和倉温泉観光協会(☎0767-62-1555)

市

初夏を彩る文化祭
　羽咋市文化協会に加盟する団体が、日頃の活動の成果を発表、展示し
ます。会場に広がる文化の薫りに、心和ませてみませんか。どうぞご家
族やお友達とお誘いあわせのうえ、ご来場ください。

◇いけ花展
　６月７日㈮～９日㈰　９:00～17:00（最終日は16:30まで）
　コスモアイル羽咋　研修室１～３
◇吟道まつり－万葉能登巡行と折口父子を詠う－
　６月９日㈰　13:30～15:30
　コスモアイル羽咋　大ホール
◇文芸展 ◇書道展 ◇美術展 ◇写真展
　６月６日㈭～９日㈰　９:00～17:00（最終日は16:30まで）
　コスモアイル羽咋　小ホール

市

市

市

市
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はこちら

■5月から、新元号『令和』の時代が始まり
ました。改元ブームと言っても良いほど、ま
ちなかや広告などで “平成最後の○○”とい
う企画をよく目にしましたし、令和に絡めた
商品も増えています。
　市でも令和にちなんで、歴史民俗資料館で、
大伴家持が訪れた古代の羽咋を紹介するミニ
展示コーナーを６月末まで設置し、当時の羽
咋の風景などをパネルで紹介するほか、千里
浜海岸の家持万葉歌碑についても紹介してい
ます。改元を機に、羽咋の歴史を振り返って
みてはいかがでしょうか。
　元号が変わっても、生活そのものが変わる
わけではありませんが、なんとなく気分新た
に何かを始めてみるきっかけにしたいですね。
私は運動をしなければと考えてはいましたが、
習慣化するにはもう少し時間がかかりそうで
す。 　（谷村）

貴重な文化財を未来へ
羽咋の歴史的建造物

　平成28年８月号から今月号まで、約２年半をかけて
通算33回、市内の国・県・市指定文化財を中心に歴史
的建造物について解説してきました。
　県内の国指定重要文化財建造物は、現在83棟ありま
すが、このうち羽咋市には15棟が存在し、県下の18％
を占めています。指定棟数の多い順にみると、妙成寺
の10棟が最も多く、金沢城石川門（金沢市）に８棟、
那谷寺（小松市）に６棟があり、気多大社の５棟、旧
角海家住宅（輪島市）の５棟が続きます。
　このように、市内には非常に多くの歴史的建造物が
良好に保存されています。これを守ってきたのは、長
い歴史を生きてきた先人たちの力そのものです。現代
を生きる私たちもまた、これらを大切に受け継ぎ、未
来へつなぐ役割を担っています。

※次号からは、羽咋の古代を紹介する「遺跡編」を
　お届けします。

建造物編

平成の保存修理工事を終えた
気多神社拝殿（国重文）

建築士が個別相談に無料で応じます!!
【相談内容】
　・住宅の耐震化に関するご相談
　・補助金制度のご説明
※ご自宅の図面や写真があるとより詳しく相談できま
すのでお持ちください。

【申込方法】
　前日までに、市地域整備課窓口（市役所２階）また
は電話でお申し込みください。
　ご予約なしでもご相談いただけますが、予約された
方を優先させていただきます。

昭和56年以前の木造住宅にお住まいの方へ

住まいの耐震化相談会無料・個別
耐震補強

150万円補助あり

と き６月28日 金

ところ 羽咋市役所 １階101会議室
午後１:00  ▶ 午後５:00

申込み・問い合わせ　市地域整備課　☎22-9645


