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令和元年度　羽咋市表彰式
各分野で貢献のあった９氏を表彰

　市制施行記念日の７月１日、市役所で令和元年度の市表彰式が開催され、山辺市長が
産業、社会教育、社会福祉、体育、医療、文化、自治の７分野で貢献のあった９氏を表
彰しました。

問い合わせ　市秘書室（☎22-0771）

　　前列左から礒見篤介氏、小幡秀治氏、山辺市長、稲村議長、中山久知氏、能山外由氏
　　後列左から濱田征雄氏、平場吉治氏、山本之男氏、吉野一幸氏（代理）

表彰を受けた９氏
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　氏（68歳・産業・寺家町）
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　氏（84歳・社会福祉・千里浜町）
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　氏（67歳・体育・本江町）
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　氏（77歳・医療・南中央町）
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　氏（66歳・医療・中央町）
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男　氏（81歳・社会福祉・一ノ宮町）
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　氏（70歳・文化・堀替新町）

吉
よしの

野　吉
よし

次
じ

　氏（73歳・自治・一ノ宮町）

　表彰式で市長は「市民の模範となる顕著な
功績をあげた９名に敬意と感謝を申し上げ
る。今年度は、人口減少と少子高齢化に対応
するための第１期総合戦略の総仕上げの年で
あり、また、自然・文化を子々孫々に伝え、
より一層安心して暮らせるまちづくりを行う
ためにも、各分野で皆さまの一層の力添えを
いただきたい」とあいさつ。
　被表彰者代表として、小幡氏が「我々の活
動は市民の皆さまのご理解、ご協力のもと成
り立っていると考えています。今後も、各分
野において皆さまに支えていただきながら、
自然に恵まれ、文化に富む羽咋市の発展のた
め、尽力していきたい」とあいさつしました。

[50音順]
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上島　信雄 さん（柴垣町）
　６月16日に100歳の誕生日を迎えた上島さん。６月17日に山辺
市長がご自宅を訪れ、お祝いしました。
　上島さんは、若いころから仕事一筋で、町会の役員や長手島の植
林活動に尽力されるなど、地域活動にも長年貢献されてきました。
　ご家族に囲まれ市長が花束を手渡すと、うれしそうにされていま
した。

100歳おめでとうございます！

ご家族から祝福を受ける上島さん（中央）

　

　

ＪＡはくいが９年連続の寄付

志乎郷土史会が家持の漫画本を寄贈

寄付累計額が1,000万円超

地元の子どもたちに万葉集について知ってもらいたい

　６月21日、JAはくいの山本好和組合長ら４人が市役
所を訪れ、“能登のはとむぎ茶”の売上金の一部として、
123万円の寄付目録を中田裕之副市長に手渡しました。
　山本組合長は「この寄付金を原資に、地元の子どもた
ちに自然栽培米を食べてもらいたい。今後もJAと市で
連携し、自然栽培の取組を進めていきたい」とあいさつ。
　寄付金額は、売り上げたペットボトル1本につき３円、
焙煎茶ティーバッグ１袋につき12円を基礎とし、羽咋
市と宝達志水町の人口比に基づき、両市町に割り振られ
ています。
　JAはくいからの寄付はこれで９年連続となり、９年
間の寄付金の累計総額は、1,084万円になりました。

　６月27日、志乎郷土史会の西塔会長が市役所を訪れ、漫
画本『大伴家持の生涯』上下巻各15冊を寄贈しました。
　この漫画は、氷見市のアマチュア漫画家が作成したもので、
748年に能登巡行で羽咋を訪れた大伴家持が詠んだ歌などが
記されています。
　贈呈式で本を受け取った八島和彦教育長は、「ふるさと学
習に役立たせていただきます」と話しました。
　寄贈された本は、市内の小中学校や市立図書館に設置され
ます。

寄付目録を手渡した山本組合長ら

本を手渡す西塔会長（右）
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プログラミング教室を開催

関東在住の羽咋出身者が団結

ＥＩＺＯエムエス株式会社が設備投資の計画を報告

協定に基づく事業の第１弾

第５回ふるさと関東羽咋会総会

寺家町の羽咋工場を増設

　６月22日、国立能登青少年交流の家と３月に結んだ連携協定
の第１弾の取組として、金沢工業大学から講師を招いたプログラ
ミング教室が開催され、市内の小学５、６年生24人が参加しま
した。
　教室では、プログラミングについて講師から学んだ後、羽咋中
の社谷内先生が講師となり、３人一組で協力し、レゴロボットが
ゴールに向かうよう、タブレット型端末を駆使し操作。仲間と協
働しながら学ぶ姿勢と、自ら課題を発見し解決するために必要な
プログラミング的思考を学習しました。
　終了後のアンケートでは、「ゴールはできなかったけど、途中
少しずつ上手く進められたことが面白かった」、「また機会があれ
ばやってみたい」など、新しいプログラミング学習について、児
童らの楽しく積極的に取り組む意思が読み取れました。

　７月４日、ＥＩＺＯエムエス株式会社の実盛祥隆代表取締役と千
田武詩総務課長が市役所を訪れ、寺家工業団地の工場について、新
工場棟の建設と機械装置の増設を行うことを山辺市長に報告しまし
た。
　同社は、医療用モニターなど映像機器の生産において世界でトッ
プクラスのシェアを誇るＥＩＺＯグループの会社であり、羽咋工場
では電子回路の基板を生産し、国内の生産拠点となっています。
　今回の設備投資は総事業費約26億円、新規雇用は20人を見込む
大規模なものとなっており、工期は、今年12月から一年間を予定
しています。
　事業の拡大に関しては、同社と市が調整を図ってきたもので、今
後も、市は雇用者の確保などに支援していきます。

ロボットを操作する児童ら

握手を交わす実盛代表取締役（左）
と山辺市長

　６月22日、東京都千代田区のルポール麹町で、ふるさと関東
羽咋会の第５回総会が開催され、89人が参加し、会則改定・役
員改選や活動・決算報告、事業計画などが審議されました。役員
改選では、倉部行雄氏（島出町出身）が名誉会長に、山上徹氏（粟
生町出身）が会長に選任されました。
　また、市職員が、道の駅のと千里浜や地域商社、ふるさと納税、
移住・定住など、市が推進する「羽咋創生」の取組に関して説明
を行いました。
　総会後の交流会では、会員相互が親睦を深めるとともに、今後
の市の取組に期待の声が寄せられました。

市の発展に寄与するべく、事業計画な
どを審議
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　平成30年度には、川原町地内の旧マルシェ跡地（5,129㎡）を先行取得し、維持管理に努めてきま
した。また、寺家工業団地内で企業誘致のための工業用地（10,206.33㎡）を取得し、造成工事を完
了させ、分譲可能な状態で管理しています。
　平成30年度末の短期借入金残高は、前年度より1,000万円減少した２億2,000万円となりましたが、
寺家工業団地の用地取得に伴い、土地開発基金からの長期借入金残高が8,460万円となりました。今
後、保有する土地の処分や新保工業団地の土地貸付料などにより、借入金の減額を目指していきます。
　なお、決算書類など詳細については、市ホームページに掲載しています。 

羽咋市土地開発公社 平成30年度決算のお知らせ

　

市民提案型まちづくり支援事業　 新規３件を採択
　市民団体などを対象として、市民提案型まちづくり支援事業の新規募集を行ったところ、３件の応募
があり、事業内容を審査会に諮った結果、３件全て採択されました。
　また、継続事業としての15件についても、事業計画が審査会で承認され、引き続き、目標に向けた
活動を行うこととなりました。
【令和元年度 新規採択事業一覧】

問い合わせ　市企画財政課・企画統計係（☎22-7162）

№ 団　　体　　名 事　　業　　名 事　　業　　概　　要

1 NPO法人
コスモアイル・ラボ

コスモアイル羽咋を生涯学
習・文化・観光資源として活
用した交流促進事業

生涯学習・文化・観光施設としてのコスモア
イル羽咋を活用した学習講座やイベントの開
催、ガイド活動等を通して、学習、表現、交
流の場を広く提供し、羽咋市民および市外の
観光客等の交流人口の促進を図る。

2 一ノ宮子ども太鼓 太鼓で地域を元気にする事業

地域に根付いた一ノ宮町の不動太鼓を地域の
子どもたちに継承し、福祉施設への慰問など
を通じ、社会貢献活動を行うことで、地域を
活気づける。

3 Tanabata Works 青空市開催による移住促進、交流事業

2019年現在、柴垣町にはお店がなく、買い
物をする場、交流する場がない。そのため、
青空市のほか、収穫体験やバーベキューなど
の交流事業を実施し、柴垣町の魅力である海
と山に関わる人同士の交流を図り、移住者の
増加、地元の活性化を行う。

問い合わせ　市企画財政課・企画統計係（☎22-7162）

平成29年度末 平成30年度末 差　引

資産
現金・預金 3,403万円 1,757万円 △1,646万円

土地 ２億1,750万円
（55,692㎡）

３億1,420万円
（71,027㎡）

9,670万円
（15,335㎡）

負債
短期借入金 ２億3,000万円 ２億2,000万円 △1,000万円
長期借入金 0円 8,460万円 8,460万円



6　広報はくい No.806 2019年８月

　

「避難行動要支援者名簿（旧：要援護者台帳）」の
作成にご協力ください

問い合わせ　市地域包括ケア推進室・介護高齢者係（☎22-5314）

　市では、地震などの災害に備えて、高齢や障がい、病気などの理由
により、自力で避難することが困難と思われる人（避難行動要支援者）
の名簿を作成し、各町会・消防・警察などに提供しています。
　本年、「避難行動要支援者名簿」を改訂するにあたり、民生委員児童
委員・主任児童委員の方々に、８月から順次、新規および更新対象者の
お宅を訪問し、名簿登載の意思確認などの調査をしていただくよう依頼
しています。
　災害時、情報伝達や避難誘導を円滑に行い、被害を最小限にとどめる
ためにも、ご理解とご協力をお願いします。

　

１　ひとり親家庭等に支給されている「児童扶養手当」、障がいのある子どもを養育している人など
に支給されている「特別児童扶養手当」と「ひとり親家庭等医療費助成制度」の受給資格のある
人は、年１回現況届の提出が必要です。

２　この届は、今年８月分からの手当を受けられるかどうかを調査する大切なものです。期間中に手
続きをしなかった場合は、支払期日に手当が受けられなくなります。また、２年間現況届を提出
しなかった場合は、受給資格がなくなりますので、期間内の届出をお願いします。

 児童扶養手当、特別児童扶養手当　　　
ひとり親家庭等医療費受給の現況届提出のお願い

問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114)、援護係（☎22-3939）

現況届の種類 届出期間 届出場所

児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費受給資格 ８月１日㈭～８月30日㈮ 子育て支援係⑩番窓口

特別児童扶養手当 ８月９日㈮～９月11日㈬ 援護係⑪番窓口

　　児童扶養手当額が平成31年４月から下表のとおり変更となっています。
　　支払日は、８月９日㈮です。

区　　分 全部支給される人 一部支給される人

児童１人のとき 月　額　42,910円 月　額　 10,120円 ～42,900円

児童２人のとき 加算額　10,140円 加算額　  5,070円 ～10,130円

児童３人以上のとき
（３人目から１人につき） 加算額　  6,080円 加算額　  3,040円 ～  6,070円

（平成31年４月から）

８月は現況届の
提出時期です
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　 プレミアム付商品券販売！

問い合わせ　市商工会（☎22‒1393）

10％のプレミアム付き“ＵＦＯ商品券”
　例年販売している、市内約230の商店や飲食店、建設業者などで利用
できる「プレミアム付UFO商品券」を販売します。
発売日時　９月21日㈯　９:00 ～
販売内容　１冊1,000円券11枚つづり(11,000円分:価格は10,000円)で、
　　　　　一人30,000円分まで購入できます
　　　　　（2,000冊限定販売で、なくなり次第終了）。
販売場所　羽咋市役所横体育館

９月21日限定販売！

　
高齢ドライバーの皆さんへ
運転免許証を自主的に返納された人を支援します

問い合わせ・申請　市環境安全課・交通安全係（☎22-7137）

　運転に必要な判断能力や身体能力の衰えなどで、少しでも運転に不安を感じている人は、悲惨な事故
が起こる前に運転免許証の返納をご検討ください。
対象者　羽咋市にお住まいの65歳以上の人で、運転免許証の
　　　　有効期間内において、運転免許証を自主返納した人
支援内容　「るんるんバス」の２年間の無料乗車券の交付
申請に必要なもの　（1）警察署等で免許証返納時に交付された
　　　　　　　　　　　「申請による運転免許の取消通知書」
　　　　　　　　  （2）認め印
支援の申請期限　自主返納した日から６カ月以内

高齢者運転免許証
自主返納支援事業

返納の届出は、羽咋警察署（22-
0110）または石川県運転免許セン
ターの窓口で行えます。

※手続き後は車の運転ができなく
なりますので、ご自身でお車を
運転して行かないようご注意願
います。

　 国民健康保険限度額適用認定証の更新のご案内

申請・問い合わせ　市市民窓口課・国保年金医療係（④番窓口）（☎22-7194）

～入院などで高額な医療費がかかりそうな時は申請を～
１　限度額適用認定証は、羽咋市国民健康保険（国
保）に加入している人が、治療を受ける場合の
医療費の自己負担限度額を病院などの医療機関
に示すものです。

２　医療機関の窓口に被保険者証と併せて提示する
ことにより、１カ月間（１日から末日まで）の
窓口負担額が個人単位で、医療機関ごとに自己
負担限度額までとなります。

３　限度額適用認定証は、７月末が有効期限となっ
ていますので、引き続き必要な人は８月中に申
請してください。

【手続きに必要なもの】

１　対象者の国民健康保険被保険者証
２　世帯主および対象者の個人番号カード、
または通知カードおよび窓口に来られた
人の本人確認書類

※本人確認書類：運転免許証など官公署発行
の顔写真付の本人確認書類であれば１点、顔
写真付の本人確認書類が無い場合は健康保険
証、年金手帳など２点
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介護者交流サロンのご案内 こころも身体もリフレッシュ

　介護者自身のこころとからだの健康のためには、ほっとできる時間を持つことが大切です。今年度の介護
者交流サロンは、リフレッシュのほか、認知症や介護技術を学ぶ回も企画しています。自分と同じように介
護をしている人と交流するきっかけにもなりますので、ぜひ参加してみませんか？
１ 対 象 者　介護をしているご家族・地域の支援者など
　　　　　　　（被介護者または介護者が羽咋市在住の人）
２ 参加方法　事前に申し込みが必要です。参加日の５日前までに各担当事業所または市地域包括ケア推

進室までご連絡ください。

日時 テーマ 集合場所 参加費 担当事業所

８月７日㈬
13:00～15:30

地域で暮らし続ける　　　　　　
　　　　　　サービスに巡り合う
～施設見学に行こう！～

羽咋市役所
(旭町ア200番地)

500円
弘和会

（☎26-8011）

８月18日㈰
14:00～15:30

癒し効果のあるお菓子作り
～きなこボールを作ろう！～

仁泉ケアセンター
 (島出町フ95－1)

500円
長岡　仁泉ケアセンター
（☎23-4665）

９月２日㈪
10:00～12:00

楽しく学ぼう！！
～わたぼうし劇団で学ぶ認知症～

福水町会館
(福水町に14番地)

100円
わたぼうし倶楽部
（☎26-8200）

９月26日㈭
13:30～15:00

見てみよう！！施設介護
～入浴・移乗方法を中心として～

はくいの郷
(島出町上１番地３)

100円
特別養護老人ホーム
はくいの郷

（☎22-8811）

10月16日㈬
13:30～15:30

認知症ケアミニ講座とカフェタイム
　～認知症ケアの予防講座と
　　　カフェでリフレッシュを！～

地域ケアセンター唐戸山
（南中央町キ154番地13）

300円
眉丈会

（☎22-2828）

11月19日㈫
14:00～16:00

福祉用具を体験しよう！
～知って便利な福祉用具～

看護小規模多機能型居宅介護
あわらんち
(粟原町イ110番地)

300円
合同会社
愛笑

（☎22-0107）

11月30日㈯
13:30～15:30

着替え方いろいろ
～コツをつかんで楽々かいご～

羽咋すこやかセンター
2階　和室
(鶴多町亀田17番地)

200円

羽咋市
在宅総合

サービスステーション
（☎22-9418）

12月10日㈫
14:00～15:30

ヘルパーさんの
おむつ交換見てみんけ？

支えあいの家　じんしろ
（旭町コ105－1）

500円
ＳＯＭＰＯケア羽咋
（☎22-7431）

※内容は多少変更する場合があります。　　※参加費は、材料費・お茶代などです。
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いつまでも元気で過ごせるように、通いの場に参加してみませんか？
　市内各地には通いの場があります。体操を中心にしているところ、談話を楽しんでいるところ、頭の
体操や趣味のほか簡単な工作をしているところなど、それぞれに工夫して取り組まれています。
参加を希望される人は、市地域包括ケア推進室までお問い合わせください。

＜住民主体の介護予防活動を紹介します＞

【太田町集いの場】
　毎週水曜日の午前中、太田町会館で行われています。
ここの特徴は男性が圧倒的に多いこと。特技の日曜大
工で麻雀台をつくったり、持ち寄りの囲碁や将棋を楽
しんだりしています。対局中の人も観る人も皆楽しそ
うにしていました。子供のころからの付き合いで、気
心の知れた人が多く、和やかな雰囲気でした。女性は
ゆっくりお茶を飲みながら談笑し、のんびりと過ごさ
れていました。会館は町の中心部にあり、歩いていく
のに程よい距離で、「自由に来て、したいことをして
楽しく過ごす」ことができるこの集いの場に、皆さん
満足のようでした。

【島出いざなみ会】
　他の地域でしている筋トレ教室を自分たちの地域で
も行いたいとの思いから、地域の人たちが集まり、５
年前から毎週金曜日の午前中に島出町会館で行ってい
ます。指導者も参加者も島出町の住民で、筋トレのほ
か頭の体操や全員が輪になり触れ合いながらのゲーム
など、和気あいあいと笑い声も聞こえ楽しそうでした。
85歳の男性は、みんなを楽しませるためのサプライ
ズを用意してきたり、参加者同士で熱中症予防の声掛
けをしたりと、体を動かすだけでなく、みんなで集ま
ることで楽しい時間を過ごされていました。

～あなたの地域でも通いの場を作りませんか。ご相談に乗ります。～

問い合わせ
　市地域包括ケア推進室　羽咋市役所１階８番窓口
　（平日８時30分～17時15分）　☎22-0202
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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３月生)
　８月７日㈬　12：45～
●１歳６カ月児健診(平成30年１月生)
　８月８日㈭　12：45～
●４カ月児健診(平成31年４月生)
　８月27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　８月７日㈬
　午前10時30分～11時30分
　「英語であそぼう」 
　講師：村田 千里 さん

☆育児相談　８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。

☆お誕生会　８月21日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　８月28日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：粟ノ保保育所

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
８月 ５日㈪ 水遊び　だ・い・す・き 邑知保育園

６日㈫ ジュースをつくろう！ (色水あそび)　 こすもす保育園
（水着、タオルがいります）

７日㈬ ミニプールで遊ぼう 西北台保育所
７日㈬ みんなでみずあそび②！！かき氷を食べよう！ 羽咋幼稚園
　　 （水着、タオルがいります）

８日㈭ プール遊び 千里浜保育所
９日㈮ プール遊びを楽しもう とき保育園
13日㈫ お友だちと一緒にあそぼう こすもす保育園
19日㈪ いっしょにあそぼう！　 邑知保育園
20日㈫ ばけばけばけばけ ばけたくんとあそぼう！ こすもす保育園
22日㈭ シャボン玉で遊ぼう！ 千里浜保育所

　23日㈮ 水遊びを楽しもう とき保育園
27日㈫ ★リズムヨガとママ癒しのストレッチ こすもす保育園
28日㈬ お寺で涼もう！どきどきおばけちゃん！ 羽咋幼稚園

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　※８月11日～15日は休館します。
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
 ８月  　 ３日㈯　午後２ 時　　 レクリエーション
　　　　 ８日㈭　午後2時～3時30分 芝生広場で水遊び　持ち物：水着､タオル 雨天順延
　　　★17日㈯　午後２ 時 グラウンドゴルフクラブ
　　　　17日㈯　午後３ 時 お茶クラブ　講師 辻森 正美さん
　　　★22日㈭　午後1時30分～4時30分　　子ども縁日　　　　参加費100円
　　　★31日㈯　午前10 時 リズムヨガandママストレッチ　定員10組程度、参加無料、要申込

こすもす保育園親子育児講座

８月27日㈫　午前10時～11時
「リズムヨガとママ癒しのストレッチ」 

講師：杉浦　幸代 さん

※羽咋白百合幼稚園の子育てふれあい広場は、
　園舎改修工事のため８月～11月の期間お休みします。



No.806 2019年８月 広報はくい　11

新着図書のご案内

アンド•アイ•ラブ•ハー(小路
幸也)偽りの春(降田天)彼女た
ちの場合は(江國香織)百花(川
村元気)金剛の塔(木下昌輝)悪
の五輪(月村了衛)アタラクシ
ア(金原ひとみ)暁天の星(葉室
麟)はっとりさんちの狩猟な

毎日(服部小雪)小説という毒
を浴びる(桜庭一樹)思春期を
生きる(小野善郎)ゴリラの森、
言葉の海(山極寿一)共感障害
(黒川伊保子)今日も嫌がらせ
弁当(ttkk)読む寿司(河原一
久)そしていま、一人になった
(吉行和子)大坂なおみ(児玉光
雄)

がんばれ給食委員長(中松ま
るは)こんどこそは名探偵(杉
山亮)「空気」を読んでも従わ
ない(鴻上尚史)なまはげ(小賀
野実)庭に咲く花えほん(前田
まゆみ)日本カエル探検記(関
慎太郎)しあわせの牛乳(佐藤

慧)あしたはきっと(デイヴ•エ
ガーズ)なまけものパーティー
(齋藤槇)とりあえずごめんな
さい(五味太郎)ひとくちぱく
り(木曽秀夫)くぬぎのもりの
りすのがっこう(ふくざわゆ
みこ)この計画はひみつです
(ジョナ•ウィンター)しょう
がっこうがだいすき(うい)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■８月の休館日
　夏休み期間、図書館は休まず毎日
開館します。
　読書感想文など夏休みの課題は、
図書館の資料を利用して早めに片
付けましょう。

■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
エコ・リサイクルの本 恐竜に会いに行こう

「ダンボール織りテクニックBOOK」
蔭山 はるみ/著　誠文堂新光社

「おりがみどきどき恐竜」
山田 勝久/著　誠文堂新光社

　手編みは、１本の糸からですが 手織
りは、たて糸とよこ糸を交差させ組み
合わせて作ります。それぞれが独立し、
一度に何本も様々な種類の糸を自由に
組み合わせることができます。ダンボー
ル織り機を作り、いろんな形のアイテ
ムを作ってみましょう。

　みんなが大好きな恐竜。その恐竜を
１枚の折り紙で作れたら楽しいですね。
ティラノサウルスやトリケラトプスな
ど、16種類のかっこいい恐竜が折れま
す。むずかしい感じがしますが、図や
説明を見ながら、気軽にチャレンジし
てみましょう。

が

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　８月３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　８月26日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

＜図書・雑誌リサイクル＞
期間：８月２日㈮～８月20日㈫

図書と雑誌（平成28年４月～平成29年３月までの
もの）のリサイクル市を開催します。図書30円/冊、
雑誌20円/冊で、収益金は図書の購入費に使用させ
ていただきます。

＜おはなし会（語り）＞
８月23日㈮　午後１時30分～２時30分

対象　小学生～大人　場所：コスモアイル羽咋
金沢文芸館講師の神田洋子さんが「お銀こ銀」「でで
ぽっぽ」などの昔話を語ってくださいます。
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離れて気づいた羽咋の魅力
　18年生まれ育った羽咋を離れて、
はや23年が経ちました。羽咋を離
れるとき、「数年後には帰るぞ」と
思っていたので、いつの間にか生ま
れ育った年月を超えてしまったこと
に自分自身驚いています。私は、高
校を卒業して就職（陸上自衛隊）の
ために羽咋を離れることになりまし
た。入隊して前期教育を三重県で３
カ月間、その後、後期教育を兵庫県
で３カ月間受け、一般部隊に配属（現
在、東京都勤務）になりました。
　入隊するまで自衛隊はどのような
仕事をしているのか全くわからず不
安で一杯でしたが、家族のサポート
や良き先輩・同僚のおかげで現在ま
で任務遂行することができています。

　羽咋での思い出は、越路野小学校
１年から始めた剣道、柳田町の“こ
どもの城”でのサバイバルゲーム、
千里浜での楽しい海水浴と苦痛!?の
10㌔マラソンが鮮明に記憶に残っ
ています。
　羽咋（千里浜海岸）の話を同僚に
すると、「千里浜って車で砂浜を走
れるきれいなとこだよね」と知名度
が高く絶賛されますが、私は中学・
高校では「きれいな砂浜を走る地獄
のマラソンをする所だったよ」と
笑って答えています。
　羽咋を離れた今でも、剣道、本気
のサバイバルそして地獄のマラソン
（笑）を続けており、羽咋で鍛えた
身体と経験を生かし、陸上自衛隊で

格闘の最上級資格である上級格闘指
導官を取得し、日々、何があっても
任務遂行できる訓練を行っています。
　任務の中で一番記憶に残るのは、
平成23年３月11日に発生した東日
本大震災に関する災害派遣任務でし
た。その任務では、家族やふるさと
を失った人たち、被災地を見ながら
何とも言えない感情で任務に就いて
いたのを今でも覚えています。
　羽咋が大好きな私は、「また羽咋
に帰る」というささやかな目標を
持って、これからもできる限り、我々
自衛官が活躍することがないよう国
の安全が保たれ、このきれいな国（羽
咋）を守るため頑張りたいと思いま
す。

濵邉　幹大 さん(41歳）

（千路町出身、
　東京都世田谷区在住)

吉崎・次場弥生公園

Hi, everyone! How are you?
Something that many people 
say in the UK when Japan is 
mentioned is that it has a rich 
history. I think they are defi nitely 
right. I see such a desire to 
preserve and teach Japan’s 
history here. Recently I went to 
the Yoshizaki-Suba Yayoi Park. 
I was very surprised to learn 
that people had lived there over 
2000 years ago. It makes me 
very happy to see things like this 
kept safe and taught to people. 
I think it’s important to look 
after our history. It helps us to 
realise where we came from, and 
we can learn from it to help us in 
the future, avoiding making the 
same mistakes again. To me, it’s 
interesting to think about what 
happened in the past at the 
place I am standing, and what 
is left to discover about our 
ancestors.

　こんにちは、皆さん、お元気ですか。
イギリスで、日本について話をする
ときに多くの人が言うのは、日本は
歴史が豊かだということです。それ
は確かに正しいと思います。日本の
歴史を守り、教えたいという思いが
感じられます。最近、吉崎・次場弥
生公園に行きました。2,000年以上
前にあそこで人々が暮らしていたと
いうことを知り、本当に驚きました。
こういったものが保存され、人々に
伝えられているのを見ると、とても
うれしくなります。歴史を守ること
は大切なことだと思います。歴史は
自分たちがどこからきたのか知るの
に役立ち、また、同じ過ちを繰り返
さないよう将来の自分たちの糧とす
ることができます。私にとって、今
自分が立っている場所で昔何が起こ
ったのか、私たちのルーツをたどる
ために何かが残っていないかを考え
るのは、とても面白いです。
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されているそうです。
　２人とも、ヨット競技を始めたの
は高校に入ってから。河崎さんは、
2017年に同校から世界選手権に出場
し、大学進学後に大学生日本一に輝
いたお兄さんに憧れてヨットを始め
たとのこと。後石原さんは、新しい
ことに挑戦したいと思っていたとこ
ろ、他校にはあまりないヨット部が同
校にあると知り、入部を決めたそう
です。
　ヨットに乗る楽しさを聞くと、「上
位大会に行けば行くほど選手のレベ
ルが高くなるが、その中で良い順位
を取ることができるとうれしい」と
話してくれました。
　世界選手権への意気込みを伺うと、
「世界選手権は予選、決勝と２段階に
分かれているが、全力を出せるよう
に頑張りたい」と話し、また、「８月
にはインターハイも控えている。今回
の世界選手権を良い機会として、世
界レベルの操船を学んできたい」と
も語ってくれました。

　国際4
よんにーまる

2 0級 協会が 主催する
“2019年国際420級世界選手権”の
日本代表選手に選ばれた、羽咋工業
高校ヨット部の河崎さん（３年）と後
石原さん（同）を紹介します。
　世界選手権大会は、７月３日から
11日までポルトガルのヴィラモウラ
で開催されましたが、出国前の忙し
い合間を縫って、取材に応じてもら
えました。
　２人は、５月に佐賀県唐津市で開
催された、ＪＯＣジュニアオリンピッ
クカップ2019兼世界選手権選考会に
出場。みごと５位に入賞し、日本代
表選手に選ばれました。羽咋工業高
校としては、女子が2015年、男子が
2017年にも世界大会に出場しており、
２年ぶりの世界大会とのことです。
　ヨットの“420級”は、長さが4.2
㍍の二人乗りヨットで、五輪種目の
470級の入門艇として世界的に普及
しています。43カ国でユース世代の
トレーニングボートとして活用され
ており、2015年からは高校生のイン
ターハイ・国体の艇種としても採用

　

　藤岡市は、昭和29年４月に１
町４村が合併し誕生しました。今
年４月に市制施行65周年を迎え
ました。今年度は市制施行65周
年記念事業として90事業を計画
しています。その中でもメインと
なるのが花火大会です。
　藤岡市の花火大会は、５年ごと
に周年事業として、市民や企業、
各種団体の協賛を得て実施されて
きました。
　今回の花火大会は８月24日に

開催されます。
　今年は市制施
行65周年であ

るとともに、新元号「令
和」の始まりとなる記
念すべき年でもあります。
そこで「心に残る」「感
動する」県内初の試みで
花火大会を実施します。
　羽咋市の皆さんも、ぜ
ひ藤岡市にお越しになっ
て、一緒に花火大会を楽
しんでみませんか。

世界選手権大会を終えて
（結果：19カ国73チーム中、66位）
　河崎さんは、「今回の大会で、世界の
厳しさを痛感した。間近で海外選手の
技術を見ることができてたくさん学び
ました。この世界選手権の経験を生か
して、これからのインターハイや国体
で良い結果を出せるよう、日々練習に
励んで頑張っていきたい」と話し、後
石原さんは「海外の慣れない環境の中、
思ったような結果が出せず悔しい思い
もしたが、これからにつながる良い経
験になった。インターハイ、国体に向け、
今回の経験を生かし感謝の気持ちを忘
れずさらに頑張っていきたい」と話し
ました。

羽咋の海から世界へ

市制施行65周年記念花火大会
～県内一の規模で実施～

河崎 姫弓さん
(17歳､南中央町)

羽咋工業高校　ヨット部
後石原 優奈さん

(17歳､四町)

レース中の２人(中央の艇)
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問い合わせ　市生涯学習課・文化コミュニティ係（☎22-9331）

　羽咋市ゆかりの民俗学・国文学者で、歌人「釋
しゃく

迢
ちょう

空
くう

」とし
ても知られる折

おりくち

口信
しの ぶ

夫博士と養子折
おりくち

口春
はる

洋
み

（旧姓藤井、羽咋
市寺家町出身）父子の世界に触れてみませんか。
　（※入場無料。事前申込不要）

 折口文学市民公開講座
９月２日～３日開催

１　日程　
　　（1）９月２日㈪　午後３時～　　　　　
　　　　公開講座　「『結び』の精神史―折口理論から―」
　　　　講師：國學院大學文学部教授　小川 直之 氏
　　（2）９月３日㈫　午後１時30分～
　　　　記念講演会　「折口信夫の話（十）」
　　　　講師：國學院大學名誉教授　岡野 弘彦 氏
２　場所　コスモアイル羽咋　小ホール

　６月から始まった市民健診は、今月８月末で終了します。
　１年に１度、自分の健康と向き合う大切な機会です。ぜひ、この期限までに受診しましょう。

市民健診の受診は８月末までです

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

◆集団健診日程（会場：羽咋すこやかセンター）
月日（曜日） 受付時間 種類 必要なもの

８月４日(日）
 8:00～10:00 特定健診・肺がん・胃がん・大腸がん

特定健診を受診する人
　①健康保険証
　②特定健診受診券
がん検診を受診する人
　①がん検診受診券
　②受診料金

 9:00～10:00 子宮がん・乳がん
８月６日(火）  8:30～10:00 特定健診・肺がん・胃がん・大腸がん

８月９日(金）
 8:30～10:00 特定健診・肺がん・胃がん・大腸がん
13:00～14:00 子宮がん・乳がん

８月22日(木）
 8:30～10:00 特定健診・肺がん・胃がん・大腸がん
13:00～14:00 子宮がん・乳がん

８月25日(日）
 8:00～10:00 特定健診・肺がん・胃がん・大腸がん
 9:00～10:00 子宮がん・乳がん

８月26日(月）  8:30～10:00 特定健診・肺がん・胃がん・大腸がん

◆医療機関健診（特定健診・節目年齢検診・大腸がん検診・子宮がん検診）
　市内協力医療機関で８月31日(土)まで受診できます（休診日を除く）。
　※詳細は、５月中旬に各家庭に配付した「市民健診のご案内」冊子をご覧いただくか、下記まで
　　お問い合わせください。
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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）

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）

　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方、運動習慣を身につけた
い人はぜひお申込みください。
１ 開催日　８月８日㈭、９月５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 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、音楽に合わせて楽しく有酸素運
動、筋肉づくり運動などの実技

妊娠中の方と産後ママを対象に２つのクラスを開催しています。
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。

 ８月から９月の栄養・運動教室

 両親学級 妊娠や産後の心配事、育児全般のご相談に助産師や保健師、管理栄養士が応じます

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。

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

要予約

クラス名 フレッシュママクラス プレパパ・プレママクラス

対　象 産婦と乳児　　
（生後４カ月頃まで）

妊娠中の夫婦
（ママだけ、パパだけの参加もＯＫ）

月　日 ８月21日㈬ ８月31日㈯

時　間 10:00～11:45
（受付　９:45～）

９:30～11:45
（受付　９:15～）

場　所 羽咋すこやかセンター
２階　和室

羽咋すこやかセンター
２階　健診室

内　容
・お子様の体重測定
・育児、母乳、ママに必要な栄養のお話
・ママ同士の交流

・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

持ち物 ・母子健康手帳　　・飲み物
・お子様のお世話グッズ ・母子健康手帳　　・飲み物

申込期限 ８月19日㈪ ８月29日㈭
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海上保安大学校採用試験

停電情報がインターネットで
確認できます

申込み・問い合わせ　（社福）羽咋市社会福祉協議会（☎22-6231）

　海上保安庁では、令和２年４月入校の海上保安大学校（広島県呉市）
学生採用試験を以下のとおり実施します。

　北陸電力では、防災情報発信の一環として、町域単位での
停電戸数、復旧見込時間が確認できる北陸電力HP「停電情報」
を用意しています。
　また、公式twitterでも、停電情報や注意喚起情報を発信
しています。災害時に備えてフォローしておいてください。

小・中学生　夏休みのボランティア体験
　小中学生を対象に、ボランティア体験の参加者を募集しています。

１ 採用予定数
　海上保安大学校学生　約60人
２ 受付期間
　《インターネット申込み》
　８月22日㈭　９:00 ～ ９月２日㈪
　インターネット申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

　人事院ホームページ
　（国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ）
　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html　

　《郵送・持参申込み》
　８月22日㈭～８月26日㈪

３　試験日程
　（1)第１次試験(試験場所:金沢市など全国36カ所)
　　 10月26日㈯～10月27日㈰
　　 ①学科試験（多肢選択式および記述式）
　　 ②基礎能力試験（多肢選択式）・作文試験
　（2)第２次試験(試験場所:新潟市など全国11カ所) 
　　 12月13日㈮
　　 ①人物試験・身体検査・身体測定・体力検査
※受験資格や試験場所などの詳細は、下記までお問
い合わせください。

問い合わせ　第九管区海上保安本部 総務部 人事課
　　　　　　（☎025‒285‒0118）

日　時　８月20日㈫　９:45～正午
場　所　羽咋市老人福祉センター
対　象　小学校５、６年生～中学生　
参加費　100円（おやつ代）
申込締切　８月13日㈫

テーマ　ふれあい体験
内　容　赤ちゃんとそのお母さんとの交流会です。
　　　　「手作りおやつ」を一緒に食べながら赤ちゃんと
　　　　楽しく遊びましょう。
　　　　（協力　親子サロン「さくらんぼ」）

▼ 北陸電力公式ホームページ
　（http://www.rikuden.co.jp/sp/teiden/otj210.html）

北陸電力公式twitter ▶
　　　（@rikudennw）

問い合わせ　北陸電力株式会社 地域広報部
（☎076-441-2511㈹）［受付時間］平日9:00～17:00

北陸電力ＨＰ「停電情報」イメージ図
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歴史ある古道を走ろう！ 「第５回峨山道トレイルラン」

のと里山空港を利用して旅行へ行こう！

問い合わせ　峨山道トレイルラン実行委員会事務局　　　　　　　　
　　　　　　　　　　（市生涯学習課・スポーツ推進係　☎22-3312　FAX22-9360）

　　問い合わせ　特別企画の詳細について　のと里山空港利用促進同盟会（☎0768-26-2366） 
　　　　　　　　羽咋市 のと里山空港利用助成制度について　市企画財政課（☎22-7162）

参加者募集！

ロングコース （77㎞）
スタート　邑知小学校　午前５時スタート
ゴール　大本山總持寺祖院（輪島市）
参加費　13,000円

ショートコース  （３㎞、６㎞、10㎞）
初級者、中級者向けのショートコースを總持寺
（輪島市）周辺で行います。
羽咋市民の参加者には、オリジナルＱＵＯカー
ド1,000円分を当日受付にてプレゼント！
スタート・ゴール　大本山總持寺祖院
　　　　　　　　　午前10時スタート
参加費　３㎞､６㎞:2,000円　10㎞:3,000円
※羽咋市からの参加者が多数の場合は、マイク
ロバスを準備する予定です。

運営ボランティア募集
　77㎞ロングコースの運営ボ
ランティアを募集しています。
自分ができるボランティアでトレイルランに参
加しませんか。お申込みは、下記またはホーム
ページをご利用ください。
内容　大会当日のランナーへの給水や荷物渡し、

飲食のおもてなしなど、参加者と交流がで
きるお手伝いです｡ また、草刈りやマーキ
ングなどコース整備のお手伝いもあります。

10月６日㈰
　　　開催！

申込締切　ロング・ショート、ともに９月１日㈰
詳細は、ホームページをご覧ください。 http://gasando.info/

令和改元記念特別企画
のと里山空港を利用した旅行が、最大１万円割引されます。
1 一人当たりの割引額

A 羽田乗継で日本各地へ　 9,000円　　
　・羽田から２日以内に乗り継ぐ国内定期便を利用
　・羽田と乗り継ぎ目的地間の航空機を往復利用
　　　　※３歳未満のお子さんは対象外

B　東京ディズニーリゾートへ　　6,000円
　・旅行日程にTDRの利用があること
　・1DAYパスポート以上のチケットの購入
　　　　※４歳未満のお子さんは対象外

※あわせて羽咋市からの助成も受けられます。
2 対象者　内灘町以北の石川県内12市町の住民
3 対象期間　令和元年７月20日（出発）
　　　　　　～令和２年３月31日（帰着分）
4 条　件
(1) ２人以上同じ旅程で申し込むこと。
(2)能登羽田便を往復利用すること（往路は午前発の
ANA748便に限る）。

(3)のと里山空港利用促進同盟会に加盟する旅行会社で
予約した宿泊施設に1泊以上宿泊すること。

(4)上記に加えてA Bで発生する宿泊費、航空運賃、
TDRの１DAYパスポート代などを、同盟会に加盟
する旅行会社いずれか1店舗ですべて手配すること。

中能登地域限定 特得企画

中能登地域※にお住まいの人は、先着300
人限定で、割引額が一人当たり1,000円加
算されます。
※中能登地域…七尾市、羽咋市、志賀町、
　中能登町、宝達志水町の５市町

さらに！

【ご注意】
・AとBの併用はできません。
・同盟会の他の助成金との併用はできません。
・修学旅行参加者、公務出張は対象外です。
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電気火災を防ごう！！
　電気は、私たちの暮らしに必要不可欠なものですが、電気による火災は、年々増加傾
向にあります。電気周りを点検し、火災を無くしましょう。

　コンセントにプラグを差し込んだままにしていると、プラグに埃や湿気が溜まり、微小な
スパークを繰り返し出火することがあります。

コード火災コード火災コード火災
　コードを足で踏むような場所での使用やタンス・ソファなどの重量物でコードを踏みつけ
たままでの使用は、コード内部が損傷し出火することがあります。

羽咋市内でも、古い扇風機を使用していたことで、扇風機のモータ部分に負荷がかかり、
熱を持ち出火した事例や、電気こたつの中に湿った衣類を入れて乾かしていたところ、
電気こたつから出火して燃え広がった事例などがありました。

電気製品はココに注意！電気製品はココに注意！電気製品はココに注意！
トラッキング火災トラッキング火災トラッキング火災

地震の備え地震の備え はしていますか？
□ 火災の早期発見のため住宅用火災警報器を
　 設置する
□ 初期消火のための消火器を設置する

防火・出火対策！

□ 家具や大型電化製品の下敷きにならないよ
　 う、家具などを固定する
□ 屋外に居る場合は、ブロック塀の倒壊に注
　 意し、ブロック塀から離れる

家具の転倒防止、屋外の安全！

□ 普段から飲料水や食料などを備蓄する
□ 避難時に必要なものをすぐに持ち出せるよ
　 う準備する

非常用の備蓄！

□ 防災マップやハザードマップで避難場所、
　 避難経路を確認する
□ 災害用伝言ダイヤルや伝言板など、非常時
　 の連絡方法を確認する

避難場所、非常時の連絡方法を確認！

問い合わせ　羽咋消防署　TEL 22-0089　FAX 22-5319
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　毎年夏には水の事故が発生しています。海や川は、
岸から近いところでも流れが速かったり、急に深く
なったりと危険がひそんでいます。
　遊泳禁止区域では絶対に泳がないでください。
◆海で泳ぐなら「離岸流」に注意！・・・「離岸流」
は沖方向に向かって流れるとても速い流れで、泳
ぎの上手な人でも溺れることがあります。流され
たと思ったら、海岸と平行に泳いで離岸流から脱
出し、その後岸に向かって泳ぎましょう。
◆保護者は子どもから目を離さない！・・・子ども
だけの水遊びは絶対にさせないでください。いざ
というときすぐ使える救助用具を用意しておきま
しょう。

　　　

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
羽咋郡市防犯連合会からの
お知らせ　～水の事故に注意！～

広　告　欄

　

女性消防団員を応急手当普及員に認定！！
　羽咋消防署では羽咋市消防団（女性消防団員）を対
象に応急手当普及員講習を行いました。
　受講した９名は４日間計24時間の講習を修了し応急
手当普及員として認定されました。今後は応急手当の技
術・知識を広める担い手としてその活躍が期待できます。

期間　８月31日（土）～９月８日（日）

　石川県では、各家庭における生活必需品の備
蓄など防災対策を推進するため、８月31日㈯か
ら９月８日㈰までの間、県内の協賛店舗において、
「備えて安心！いしかわ防災キャンペーン」を実
施します。
　協賛店舗では、期間中、備蓄品や防災グッズ等
の特設販売コーナーが設置されます。
　このキャンペーンを機会にご自身やご家族に必
要な「災害への備え」を実践してみませんか。

応急手当普及員って？
　所属する事業所等の従業員や防災組
織の構成員等を対象に、消防機関と連
携して普通救命講習の指導に従事でき
る人を応急手当普及員といいます。
　例えば、以下の場所で講習会を開催
できます。
　（1）自分が働いている職場
　　　（事業所・学校）
　（2）自分が所属している自主防災
　　　組織や自治会

問い合わせ　県危機管理監室 危機対策課
             　  (☎076-225-1488)

羽咋警察署・
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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　８月24日㈯
　　　18:30開演（18:00開場） 
場所　千里浜レストハウス　１F　
入場料・会費　2,500円
　　（ワンドリンク、おつまみ付き）
問　Stage.Y　薮内 ようこ
　　（☎090-2037-5237）

日時　９月８日㈰
　　　開演14:00（開場13:30～）
場所　コスモアイル羽咋 大ホール
出演　海上自衛隊　舞鶴音楽隊
入場整理券は、８月５日㈪からコス
モアイル羽咋、市役所市民窓口課、
各公民館で配布します。定員に達し
次第終了。
問　市生涯学習課（☎22-9331）

　広島・長崎への原爆投下から74
年目の夏を迎えます。被爆の実相を
伝える写真と絵を展示します。
日時　８月３日㈯～８月10日㈯
場所　コスモアイル羽咋　※無料
問　コスモアイル羽咋(☎22-9888）

日時　８月17日㈯ 
　　　①10:30～／②14:00～ 
作品　① 『フィッシュ・レース(78分)』
　　　②『絵文字の国のジーン(86分)』
場所　コスモアイル羽咋（小ホール）
入場料　無料
申込み　不要
問　羽咋市立図書館(☎22-9777)

広　告　欄

日時　８月10日㈯　9:00～
場所　リサイクルセンター（滝谷町）
定員　20人　　参加費　1,000円
持ち物　エプロン、三角巾、はし
内容　料理を通して、ごみを出さな
い工夫やごみの分別の仕方を学びま
す。
講師　室谷　加代子さん
申込期間　７月31日㈬～８月９日㈮

日時　８月24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　８月14日㈬～23日㈮

エコクッキング教室

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室

歴史民俗資料館からのお知らせ（☎22-5998）

「原爆と人間」パネル展

図書館の映画上映会

第６回千里浜環境保全
チャリティーコンサート

第24回自衛隊音楽隊
定期演奏会

１ 企画展「歴史とあそぼう 羽咋の遺跡を掘るしごと」
期間　７月20日㈯～９月８日㈰　※会期中無休
時間　9:00～17:00（入館は16:30まで）
場所　歴史民俗資料館

２ 弥生まつり2019
土器の野焼きや勾玉づくり、火おこし
体験、古代米の試食など、弥生時代の
生活体験を行います。
日時　８月24日㈯　9:00～11:30
料金　無料
会場　吉崎・次場弥生公園　
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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

　ハッピーで気軽に、楽しく英会話
を勉強しませんか！！
開講期間　令和元年９月3日～
　　　　　令和２年７月２1日
実施曜日　毎週火曜日
レッスン　週１回、年間38～40レッスン
　　　　　19:30～１時間
対象　15歳以上で、英会話を楽し
みながら勉強したいという意欲があ
る人
講師　羽咋近隣在住の英語を母国語
とする外国人
受講料　年額24,000円（一括納入）
申込締切　８月30日（金）
　　市生涯学習課(☎0767-22-9331）
※申込みの際、次の①～④について
お知らせ下さい。
①氏名②職業③住所④電話番号　
開講集会　９月３日㈫19:15から
羽咋公民館３階研修室で行います。
※1 受講料を受付にて納入してく
ださい。
※2 この集会に出席できない人は
必ず事前に事務局（片田）まで連絡
してください。
※3 当日は19:30から引き続きレッ
スンを行います。
問　ハッピー英会話クラブ事務局
　　（片田）（☎090-1315-3743）

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　大学卒及び令和２年３月
までに大学卒見込みの人以外で、昭
和63年４月２日～平成14年４月１
日までに生まれた人
問・　　羽咋警察署 警務課
　　　　（☎22-0110）

　講演会、会議、病院などで話して
いる内容を要約し、リアルタイムに
文字にして聴覚に障害のある人に伝
える筆記通訳を習ってみませんか。
　「手書き」と「パソコン」の２コ
ースがあります。
日時　９月７日㈯～12月21日㈯
　　　の毎週土曜日10:00～15:00
場所　石川県社会福祉会館
　　　（金沢市本多町）
※無料、ただし、教材費が必要
申込締切　８月16日㈮
※申込用紙は石川県聴覚障害者セ
ンターホームページからダウンロー
ドできます。
　
　・問　石川県聴覚障害者センター
　　　　 （☎076-264-8615）

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

石川県聴覚障害者センター 検索 ⬆

申

募集科名　短期課程 土木建築科
応募資格　就職に向け、熱意を持っ
て訓練を受ける意志を持つ人なら、
どなたでも
取得可能資格　車両系建設機械（整
地）技能講習、小型移動式クレーン運
転技能講習、玉掛け技能講習、ガス
溶接技能講習、アーク溶接特別教育
訓練期間　６カ月（令和元年10月
１日～令和２年３月13日）
応募期間　７月29日㈪～９月10日㈫
　応募方法など、詳しくは県立七尾
産業技術専門校（七尾市津向町）（☎
0767-52-3159）まで。

①９月21日㈯:いしかわの城と希少
な鳥にふれるコース

②10月３日㈭:いしかわの歴史と伝
統を学ぶコース

③10月16日㈬:能登の空・海体感
コース 

④11月８日㈮:いしかわの水環境と白
山ろくの信仰・文化を学ぶコース

定員　各コース43人
　　　（応募者多数の場合は抽選）
募集期間　８月14日㈬～28日㈬
申込方法　往復はがきでの申込み
※詳細は、石川県中能登総合事務所・
企画振興課(☎0767-52-6113）まで。

申

個人県政学習バス参加者募集

申

令和元年度　県立七尾産業
技術専門校 後期生を募集

ハッピー英会話クラブ
受講生募集

警察官B・女性警察官B
採用募集

要約筆記者養成講座
前期課程　受講生募集
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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　21,531人(－10人)
　□男性　10,197人(－6人)
　□女性　11,334人(－4人)
■世帯数　8,565世帯(+1世帯)
＊令和元年７月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【６月中の人口動態】
　□出生　　　    13人　
　□死亡　　　    22人
　□転入など　    37人
　□転出など　    38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８月分

今月の納税
納期限　　　　　９月２日㈪
市県民税　　　　　　　２期
国民健康保険税　　　　２期

問　市税務課・収納係
　　（☎22‒1113）　

譲ります
・和たんす
・リメイク用着物と帯
・ドッグルームサークル（1ｍ×60㎝）
・ベビーふとんセット（マット、ふ
　とん、まくら、カバー）

譲ってください
・炊飯器（3合炊き）
・芝刈り機

　羽咋市・志賀町の企業の採用担当
者による個別の会社説明・採用面接
会を行います。説明のみ聞きたい人
もOK！
日時　８月３日㈯
　　　13:30～16:00(受付13:00）
場所　志賀町文化ホール（高浜町）
対象　今、仕事を探している人、
これから仕事を探し始めようと考え
ている人。
問　ハローワーク羽咋
　　職業相談窓口（☎22-1241）
　　市商工観光課（☎22-1118）

　「いじめ」や「虐
ぎゃくたい

待」など子ども
の人権に関わる悩みを抱えていませ
んか？子どもが発する信号をいち早
くキャッチし、解決に導くため、金
沢地方法務局では、人権擁護委員や
人権擁護事務担当職員が相談を受け
付けます。※相談無料、秘密厳守
☎0120-007-110
　（全国共通フリーダイヤル、無料）
受付期間・時間　
８月29日㈭～９月４日㈬　
８:30～19:00
※土・日曜日は、10:00～17:00

　目のことで、悩んだり困ったりし
ている人のための相談会を開きます。
見えにくくても使いやすい便利な道
具などの体験や、個別相談もお受け
します。ご家族の人もどうぞ！
日時　９月５日㈭　10時～15時
場所　羽咋市役所２階 205会議室
問・　:市健康福祉課・援護係
　　　（☎22-3939　FAX22-1048）

社会福祉法人石川県視覚障害者協会
（☎076-222-8781 FAX076-222-1821）

期間　９月２日㈪～３日㈫の２日間
締切　８月19日㈪
定員　10名（60歳以上、シルバー非会員の人）
会場　羽咋公民館
問　羽咋市シルバー人材センター
　　（☎22-2700）

調理補助講習のご案内

申

目が見えない人・見えにくい人の
ための福祉相談会

羽咋市・志賀町
企業合同就職説明・面接会

｢子どもの人権110番｣
強化週間
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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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EIZOエムエス㈱が積極的な投資計画を発表
　７月４日、EIZOエムエス㈱
の実盛祥隆社長が、市長室にお
いでになりました。要件は、羽
咋工場の増設計画の報告でした。
　総事業費が26億円の大型投
資であり、平成26年度に操業
開始していただいた㈱モンベル
以来の大型投資で非常に喜んで
いるところです。
　具体的には、令和３年からの
操業を目指し、既設建物の南隣
に鉄骨３階建ての建物（床面積
5,600㎡）を増設するとともに、
既設工場内の設備を順次更新す

るという計画です。
　皆さんご存知のように、EIZ
Oグループは医療用や産業用の
映像機器を生産しており、この
分野では世界でトップクラスの
企業です。特に羽咋工場は電子
部品をプリント基板に設置・固
定する“ＳＭＴライン”を有し
ており、ここから国内外のグ
ループ企業に配送している基幹
工場だそうです。
　最近はアメリカを中心とした
貿易摩擦が発生して、先行きの
見えない厳しい経済環境ですが、

実盛社長の大英断に感謝するの
みであります。
　このようなときにこそ、トッ
プの決断が問われるのだと思い
ます。
　私もしっかり勉強していきた
いと思っております。　
 （７月８日）

羽咋市長　山辺芳宣

市税の納付は便利な口座振替で
　市税をご希望の口座から自動的に引き落とし、納めるこ
とのできる便利な制度です。忙しくてなかなか金融機関へ
行けないという人に大変便利です。
　納め忘れがなく安心です。ぜひご利用ください。
対象となる税
　市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税、国民健康保険税
申込み方法
　申込用紙「羽咋市税等口座振替依頼書」に必要事項をご
記入ご捺印(通帳届出印)し、引き落としを希望される金融
機関または市税務課へご提出ください。ただし、ゆうちょ
銀行の場合は直接ゆうちょ銀行窓口へお申し込みください。
　申込用紙は、市内金融機関または市税務課窓口に備え付
けてあります。
取扱金融機関
　北國銀行、北陸銀行、興能信用金庫、のと共栄信用金庫、
北陸労働金庫、はくい農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)
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　７月１日、羽咋小学校でエアコンの稼働式が行われま
した。
　市では、すでに設置済みの羽咋中学校を除くすべての
小中学校について昨年度からエアコンの設置を進めてお
り、６月末で、全小中学校の普通教室とランチルームへ
のエアコン設置が完了しました。
　式で山辺市長は「この快適な環境で、一層勉強に励ん
でください」とあいさつ、石櫃由奈さん(６年)とともに
スイッチを押し、エアコンを稼働させました。

市内全小中学校にエアコン配備

▲エアコンの稼働に喜ぶ児童ら

　７月５日、バモスはくいジュニアソフトテニス教室に
通う、吉田徳翔くん（邑知小６年・飯山町）と岩岸煌真
くん（同）が市役所を訪れ、全国大会出場を報告しました。
　２人は、５月11日～12日に能登町で開催された県小
学生ソフトテニス大会で、１部男子の部で４位に入賞。
７月14日に仙台市で開催される東日本小学生選抜ソフ
トテニス大会と、７月27日～28日に栃木県那須塩原市
で開催される全日本小学生ソフトテニス選手権大会に向
けて、「県代表として全力を尽くしたい」「全国は強い人
がたくさんいる。本気のプレーをして頑張りたい」と語っ
てくれました。

ソフトテニスで全国大会へ

吉田くん(左から２番目)と岩岸くん(右から２番目)

　７月６～７日、神子の里で、開業12周年を記念し、創
業感謝祭が行われました。
　この日解禁となった神子原米100％の純米大吟醸酒
「神

み こ

子 -Son of God-」をはじめとした商品を買い求
めるため、多くの人が訪れ、また、非売品の生搾り原酒
「神

み こ

子雫
しずく

」が当たる福引も実施されました。
　そのほか、カレーライスやクレープアイスなどの屋台
車も出店し、にぎわいを見せていました。

神子の里 12周年創業感謝祭

買い物客でにぎわう店内

一緒にエアコンスイッチを入れる
石櫃さん（左）と山辺市長 ▶
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　７月６～７日、道の駅のと千里浜で、開業２周年を記
念し、あんがとまつりが開催されました。各日の朝には
お菓子のふるまいが行われ、買い物客に手渡されました。
　物販では自然栽培米を使った純米酒“唐戸山”の新酒や、
“のとうなぎちまき”、“ロングいかだんご”といった新商
品が売り出されたほか、柴垣の岩ガキをはじめとした軒
下出店が多数ならび、大にぎわいとなりました。
　また、ステージイベントでは、道の駅の応援歌を公式
に初披露したチーム柴垣をはじめ、歌やダンス、演奏な
どが次々に行われ、開業記念に花を添えました。

道の駅２周年 あんがとまつり

　７月10日、千里浜海水浴場で浜開きが行われ、神事に
は地元関係者など約20人が出席しました。
　神事では、千里浜神社の高井勇學宮司と千里浜浜茶屋
組合の山田俊一組合長がハマグリを海に投げ入れ、今
シーズンの浜の安全とにぎわいを祈願しました。
　浜茶屋は８月下旬までの営業を予定しており、市内外
から数多くの海水浴客を迎え入れます。

千里浜海水浴場、オープン

海にハマグリを投げ入れる高井宮司

市民体育大会 羽咋が３連覇！
　第62回羽咋市民体育大会が開催され、各競技で地
区ごとに市民の皆さんが団結し、日頃の練習の成果
を競い合いました。
　大会に参加した選手は約1,500人。７月７日までに
18種目で熱戦を繰り広げ、羽咋地区が昨年に引き続
き総合優勝を果たし３連覇を達成しました。

地区ごとの優勝競技
◆羽咋＝陸上(女)､テニス､バスケットボール､ボウリング
◆千里浜＝ソフトテニス､弓道､セーリング､グラウンドゴルフ(男)
◆粟ノ保＝ソフトボール､バレーボール(男）
◆富永＝陸上(男)､水泳､バドミントン､卓球(女)､ゴルフ
◆一ノ宮＝バレーボール(女)､剣道
◆上甘田＝ゲートボール
◆邑知＝綱引き､グラウンドゴルフ(女）
◆余喜＝野球､卓球(男）

～地区一丸となり、各種目
で熱戦～

買
い
物
客
で
に
ぎ
わ
う
店
内
▶

元
気
い
っ
ぱ
い
の
ダ
ン
ス
を　

　
　

披
露
し
た
チ
ー
ム
柴
垣
▼
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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

8/2 ㈮ 9:30～
18:00 図書・雑誌リサイクル市（～20日） 図書館 図書館

    　 14:00～
15:30 羽咋市老人福祉センター盆踊り 老人福祉センター 社会福祉協議会

  3 ㈯ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館 図書館

13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

16:00～
21:30 羽咋まつり 駅前通り特設会場 商工観光課

  4 ㈰ 8:00～
10:00 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

  6 ㈫ 8:30～
10:00 市民健診 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

13:00～
15:30 介護者交流サロン 羽咋市役所集合 地域包括ケア

推進室

  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か月児健診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

  9 ㈮ 8:30～10:00
13:00～14:00

市民健診
女性がん検診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 10 ㈯ 13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

 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

 17 ㈯ 10:30～ 図書館映画上映会
『フィッシュ・レース（78分）』 コスモアイル羽咋 図書館

 13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
「夏休みプログラミング教室」① コスモアイル羽咋 生涯学習課

13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

14:00～ 図書館映画上映会
『絵文字の国のジーン（86分）』 コスモアイル羽咋 図書館

 18 ㈰ 13:30～ 羽咋市少年少女発明クラブ
「夏休みプログラミング教室」② コスモアイル羽咋 生涯学習課

 14:00～
15:30 介護者交流サロン 仁泉ケアセンター 地域包括ケア

推進室

 20 ㈫ 9:45～
12:00

夏休みボランティア体験
赤ちゃんと遊ぼう（親子サロンさくらんぼ協力）
参加費100円

老人福祉センター 社会福祉協議会

工事の発注状況
（１千万円以上）６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。

８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。

４日㈰
　四蔵医院（内科）
　志賀町仏木 ☎37-1030
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　【小児】志賀クリニック
　志賀町高浜町 ☎32-5307

１１日(日･祝）
　志賀クリニック（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-5307
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜 ☎28-2033
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１２日(月･振）
　加藤病院（内科）
　志賀町高浜町 ☎32-1251
　いけの整形外科
　羽咋市南中央町 ☎22-0254
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

１８日㈰
　ひよりクリニック(内科･外科)
　志賀町富来地頭町 ☎42-2300
　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

２５日㈰
　河﨑医院(外科・胃腸科・内科）
　志賀町高浜町 ☎32-0019
　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

千里浜砂像2019
砂像制作体験

自分だけの砂の芸術・オリジナ
ル砂像を作ってみませんか。
日時　８月３日㈯～４日㈰
　　　９:00～16:00
場所　千里浜海岸
　　　(千里浜レストハウス下)
※無料、予約不要
問　市商工観光課(☎22-1118)
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 21 ㈬ 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

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

 22 ㈭ 8:30～10:00
13:00~14:00

市民健診
女性がん検診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

10:00～ 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

第32回　JAPAN TENT（～25日） 市内 生涯学習課

 23 ㈮ 13:30～
14:30 おはなし会(語り) コスモアイル羽咋 図書館

 24 ㈯ 13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

17:00～
21:00 はくい花火大会 眉丈台地スポーツ広場 商工会

 25 ㈰ 8:00～
10:00 市民健診・女性がん検診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

10:00～ 第39回折口父子記念短歌大会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 26 ㈪ 8:30～
10:00 市民健診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

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か月児健診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 28 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

10:00～ すくすく相談 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

10:15～
13:00 男性の介護講座 老人福祉センター 社会福祉協議会

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

 31 ㈯ 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

13:30～ 親子映画上映 ユーフォリア千里浜 図書館

9/2 ㈪ 折口文学市民公開講座（～３日） コスモアイル羽咋 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、「はくい花火大会」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

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　８月20日（火）
申込方法　ランネット、スポーツエントリーから
詳細は
問　宝浪漫マラソン実行委員会
　　（☎0767-28-4749）

ＬＥＤで光るペットボタルが、全国屈指のットボタルが、全国屈指の
夕日スポット「世界一長いベンチ」を照ら
します。（日没から約４時間点灯）
期間　８月10日㈯～11月30日㈯
場所　世界一長いベンチ
　　　道の駅とぎ街道　周辺
問　志賀町商工観光課(☎0767-32-1111）

西能登里浜イルミネーション
ときめき桜貝廊

宝浪漫マラソン 検索 ⬆

旧小学校から見つかった学校教材(掛図・教科書)や
当時の教師が記した日誌など、現在ではあまり見る
ことができない貴重な資料を展示します。
日時　８月１日㈭～30日㈮ 9:00～17:00
場所　ふるさと創修館特別展示室(一青)※火曜日休館
解説会　８月３日㈯　①10:00～、②14:00～
入場料　無料
問　中能登町教育文化課（ふるさと創修館）
　　（☎0767-74-2735）

特別展「明治・大正・昭和
の学校教材展」

大正ロマンとモダンデザイン
～大正イマジュリィの世界～
会期　８月3日㈯～９月16日(月･祝)
　　　※会期中無休
内容　大正から昭和にかけて大流行した、
著名作家がデザインした広告、本の装丁や
絵封筒など、500点以上を一堂に展覧。
開館時間　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）
https://nanao-art-museum.jp

市

市

市

　　

はくい花火大会
今年も羽咋の夜空に華を咲かせます！
夜店やステージイベントも多数！
１ 日時　８月24日㈯　17:00～21:00
　　　　 ※花火の打ち上げは20:00～20:30
２ 場所 　眉丈台地スポーツ広場
問　市商工会事務局（☎22-1393）

第 ６ 回
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宝浪漫マラソン2019
参加者募集
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　遺跡は、地下に存在しているため、工事等により壊
されてしまうと元に戻すことができません。できれば
現地保存が望ましいですが、道路建設や住宅・店舗建
設などの土木工事等により、どうしても遺跡を壊さざ
るを得ない場合があります。その時は、遺跡の「発掘
調査」を行い、何時代のどのような性格の遺跡だった
かを調べ、精密な図面や写真を残すことにより、破壊
される遺跡を「記録として保存」します。
　こうした発掘調査によって羽咋の歴史が少しずつ解
明されてきました。出土品は、歴史民俗資料館で保存し、
貴重なものは展示するなどして、価値を市民に伝えて
います。遺跡を掘るしごとは、文化財を「守る」こと
でもあり、「伝える」ことでもあるのです。

遺跡編

夏季企画展で、遺跡調査の仕事を
解説しています。ぜひご覧ください。

自治体広報紙配信アプリ
「マチイロ」インストール
はこちら

　７月、“市民提案型まちづくり支援事業”の採
択がありました（5㌻）。本事業は、市民参画に
よる活力あるまちづくりを推進するため、市民団
体の提案による地域活性化に向けた自主的な活動
に対し、市が助成を行うものです。
　私は、東京へ派遣されているときに“まちなか
再生支援事業”に携わりました。人口減少・少子
高齢化による街の活気・魅力の低下などの課題を
解決するための、地方の取組を支援するものでし
た。いくつかの取組を現地で見て来ましたが、街
のにぎわいを取り戻すためには、行政主導の取組
では成功しません。行政に求められる“公平性”
が、いろいろなところで事業展開を邪魔するので
す。成功しているところはおしなべて、地域に住
む方々が主役になり、自主的に行動し、行政がそ
の活動を支援するというスキームを取っていまし
た。
　本市においても、採択した各種事業がきっかけ
になり、活性化につながれば、と思いました。　
 （谷村）

集 後 記編
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令和初の令和初の令和初の大爆笑!大爆笑!大爆笑!

令和元年

8月3日（土）
16時00分～
羽咋市駅前通り特設会場
・はまぐり音頭踊りパレード
・ステージイベント&アトラクション
・おたのしみ抽選会
・各種夜店 など

ぶんぶんボウルぶんぶんボウル
石川県住みます芸人石川県住みます芸人

主催：羽咋まつり実行委員会 お問い合わせ 事務局　羽咋市商工観光課　TEL. 0767－22－1118
　　　　　　　　　　 羽 咋 市 商 工 会　TEL. 0767－22－1393


