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市防災総合訓練を実施
　９月29日、余喜地区で市防災総合訓練を実
施しました。
 今回の訓練では、いち早く住民支援を行うた
め、 自主防災組織の活動に重点を置いて実施さ
れ、市主体の訓練から自主防災組織中心の訓練
へ移行しました。
 当日、屋外では地区合同対策本部の設置や、
消火訓練、倒壊家屋からの救出、AEDを使用
した救命活動、水防訓練(土のう積み)などが行
われ、屋内では住民主体で避難生活に必要とな
る段ボール製のベッドの作り方や簡易テントの
組み立てなど、万が一に備え手順を確認しまし
た。
　そのほか、新規の訓練として、福祉避難所の

開設訓練および福祉車両を使用した要配慮者の
搬送訓練、市指定避難所の開設訓練、民間企業
によるドローンを活用した災害対策本部への映
像配信などが実施されました。

　少子高齢化・核家族化の進行により、地域の
つながりが希薄になりつつあります。しかし、
阪神・淡路大震災や東日本大震災では被災地域
の自主防災組織や町会などが、平時からの備え
や地域の結びつきをもとに、いち早い救出活動
や避難所運営支援などの活動を積極的に行うこ
とで、被害の拡大を食い止めたとされています。
　自分たちの命を守るためには、地域の共助が
重要です。

地
域
の
絆
が
命
を
守
る
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実施した主な訓練種目

◆災害対策本部による通信訓練 ◆住民避難訓練
（避難行動要支援者訓練）　◆福祉避難所搬送訓練 
◆停電時の自動販売機による飲料水供給訓練
◆ドローンを活用した映像配信訓練

◆自主防災組織による地区合同対策本部
（避難所開設・運営訓練、水防訓練、倒壊家屋救
出訓練、初期消火訓練、避難誘導、炊出、AED救護、
消火など）

防災の基本となる３つの活動 自主防災組織
｢自分たちの身は自分たちで守る｣という自覚、
連帯感に基づいて自主的に結成する組織。

災害による被害を
予防し、軽減する
ための活動を行い
ます。
羽咋市には現在、
34の自主防災組
織があります。

共助共助共助自助自助自助

公助公助公助

自分の身は
自分で守る

消防機関などの公的機関
による救助・援助など

地域や近隣の人が
互いに協力し合う

連携



4　広報はくい No.809 2019年11月

　

　　

　　

総合戦略の効果検証

第５回関西羽咋会総会を開催

市交際費(H31.4～ R1.9)の状況をお知らせ

　９月28日、大阪市の新大阪ワシントンホテルプラザにおいて、羽咋市出身の関西在住者など51人が
出席し、第５回関西羽咋会総会が開催されました。
　総会では、人口減少が一層進む社会情勢を踏まえ、今後も引き続き、会員が力を合わせ、ふるさと羽
咋の魅力発信、羽咋市との交流の促進、発展を目指す取り組みなどを
行うことが確認されました。
　続いて、羽咋市と今年２月末に、地方創生に向けた包括連携協定
を締結した、㈱日本旅行の鈴木誠一西日本営業本部長から、「羽咋市
との地方創生に向けた事業展開」と題した講演がありました。今回の
講演は、関西羽咋会から㈱日本旅行に講演依頼があり実現したもので、
会員は㈱日本旅行と羽咋市が連携して取り組んでいる、観光振興や交
流人口の拡大に向けた事業展開に耳を傾けていました。

　毎年２回、市交際費の状況を公表していますが、今回は、令和元年度上半期の状況をお知らせします。
　令和元年度上半期の支出総額は、217,660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。

㈱日本旅行の講演を聴く参加者

　羽咋市では、人口減少に歯止めをかけ、「まち」「ひと」「しごと」の好循環を生み出すため、「羽咋市
人口ビジョン」と「がんばる羽咋創生総合戦略（本市版総合戦略）」を平成27年10月に策定しました。
この戦略は、毎年、市民代表も含めた本市有識者会議「羽咋市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」

によって、効果検証が行われています。
　９月27日、戦略会議の岩城和男委員長、三宅立美副委員長、松永
一美委員が山辺市長に平成30年度の実績に基づく効果検証の結果を
取りまとめた報告書を提出されました。今回の結果については、101
の施策のうち89施策が「取組内容の深化・発展、継続すべき」、12施
策が「取組内容の見直し」と評価されました。
　今後、市では、この報告結果を受け、一層の事業の推進を図るとと
もに、第２期総合戦略の策定に反映していく予定です。

問い合わせ　羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局（☎22-7192）

問い合わせ　市秘書室・秘書都市交流係（☎22-0771）

令和元年度(上半期)市交際費の状況
分類 件数 金額 主な内容

弔費 　　２件 　　21,600円 公職者等への生花
祝費 ６件 28,110円 叙勲祝い、当選祝いなど
会費 ２０件 121,710円 各種団体の総会への出席者負担金など
協賛、賛助費 １件 10,000円 大会への協賛費
謝礼、激励費 ８件 36,240円 県人会への特産品提供など
合計 ３７件 217,660円

左から松永委員、三宅副委員長、
岩城委員長、山辺市長
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　家屋の新築･増築・取り壊しをした人
隣地を取得した人へ

　固定資産税及び都市計画税(都市計画区域内に所在する場合)は、毎年１
月１日(賦課期日)に所有する資産に対して課税されます。
　税務課では、家屋の新築・増築・取り壊し、隣地取得の把握に努めてい
ますが、適切な課税を行うためにも、次のようなときは市税務課へご連絡
をお願いします。

問い合わせ　市税務課・課税係（☎22-6901）

１　新築・増築をした場合
（1）住宅や店舗、納屋、車庫などの家屋を新築・増築した場合、新たに固定資産税などが課税されます。
（2）課税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が家屋調査をさせていただきます。
（3）完成後早めにご連絡をお願いします。ご都合のよい日を相談のうえお伺いします。

２　取り壊しをした場合
（1）家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り壊したりする予定のある人は、「家屋取り壊し

届出書」を提出してください。
（2）取り壊しをした家屋については、翌年度から固定資産税などが課税されなくなります。
（3）取り壊した家屋が住宅だった場合、住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の税額が上がる場合

があります。
（4）すでに法務局(登記所)に取り壊しの登記手続きをされた人は、法務局から市役所へ通知がありま

すので、ご連絡の必要はありません。

３　隣地を取得した場合
（1）隣地を取得して、住宅の敷地や自家用の駐車場として使用する場合、住宅用地の特例が適用され

ることがありますので、ご連絡をお願いします。

　

問い合わせ　専用ダイヤル(☎0570-003-004)　※050で始まる電話でかける場合は、☎03-6630-2525
七尾年金事務所（☎0767-53-6511）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

 ｢社会保険料(国民年金保険料)控除証明書｣の添付をお忘れなく
－国民年金保険料を社会保険料控除する際の留意事項－

　年の途中から国民年金に加入した場合などで、
今年の10月１日から12月31日までの間に初めて
保険料を納付した人については、来年の２月上旬
に同様の証明書が送付されます。
　確定申告などの手続きの際に、国民年金保険料
を社会保険料控除として申告する場合には、必ず
この証明書や領収書が必要となりますので、申告
を行うまで大切に保管してください。
　詳しくは、控除証明書のはがきに表示されてい
る専用ダイヤル、または日本年金機構七尾年金事
務所までお問い合わせください。



6　広報はくい No.809 2019年11月

　　 市民健診のご案内

　まだ、特定健診を受けていない方は、11月１日㈮から11月30日㈯までの間に、下記の医療機関で受
けることができます。受診の際は、診療日や診療時間をご確認の上、受診してください。

１　持ち物
　⑴特定健診を受ける人　①「国民健康保険証」、②「特定健診受診券」または、「未受診者健診のご案

内」（９月末に郵送）、③「質問票」（②に同封）
　⑵がん検診を受ける人　①「がん検診等受診券」のハガキ（39歳以下、75歳以上の方は不要）、
　　　　　　　　　　　　②受診料金

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)
市市民窓口課・国保年金医療係（☎22-7194）　　　　　

～11月末まで受診できます！～

２　医療機関健診　健診の期間や受診できる健診の種類は医療機関で異なります。

医療機関名 健診の種類と受診料金
保志場内科クリニック

１　特定健診　羽咋市国保加入者は無料
２　大腸がん検診　400円
３　節目年齢検診
（１）胃ペプシノゲン検査　200円
（２）前立腺がん検診　500円

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

松江産婦人科内科医院 １　特定健診　羽咋市国保加入者は無料
２　子宮がん検診　800円

羽咋市国民健康保険にご加入の40～74歳の人のうち、
治療中の人および職場健診等を受けた人へのお願い

１ 医療機関へ通院中の人
　　　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。
主治医に確認のうえ、不足する項目がある場合は、特定健診を受けることをお勧めします。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、有効活用しましょう。

２ 医療機関で治療中の人や職場で健診等を受けた人
　　　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、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、その分、保
険税負担の軽減にもつながります。ぜひご協力をお願いいたします。

　　　ご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。

　　　送付される場合、ご希望があれば送付用の封筒（切手不要）をお渡しいたします。ご提供い
ただいた結果の返却を希望される場合は、その旨をお伝えいただければ、後日返却いたします。
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　　 石川県民公開講座　　　　　　　　　　　　　　
「お口のケアは生命(いのち)のケア　

　　　　～全身の健康はお口の健康から～」

問い合わせ　石川県歯科医師会（☎076-251-1010）　 　　　　　　　　　　　
　　　　　　市健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター内 ☎22-1115）

　　 プレミアム付商品券の購入はお済みですか？
　消費税等の引き上げに伴い、消費に与える影響の緩和と地域の消費を下支えするため、住民税非課税
の人・子育て世帯の人を対象に販売しています。お買い忘れのないようご注意ください。

問い合わせ　市商工観光課（☎22-1118）、市商工会（☎22-1393）

対象者１　平成31(2019)年度分の市民税(均等
割)が非課税の人（ただし、住民税が課税されて
いる人に扶養されている人、生活保護を受給して
いる人などは対象外）
※市への申請が必要です。
※対象者には市から申請書を送付しておりますの
で、郵送または市役所までお持ちください。

購入方法　購入引換券と本人確認ができる書類（運転免許証、健康保険証など）をご持参ください。
　　　　　１セット5,000円分の商品券を4,000円で販売します（最大５セットまで）。
販売期間　令和元年10月１日から令和２年２月28日まで
販売場所　羽咋市商工会

対象者２　平成28年４月２日から令和元年
９月30日までに生まれた子のいる世帯の世
帯主
※申請は不要です。
※対象者には、購入引換券を送付しておりま
すので、販売所となる羽咋市商工会で購入く
ださい。

１ 日時　11月10日㈰　13:50～15:30
　　　　　（13:00開場。13:30までにお
　　　　　 越しください。）
２ 会場　羽咋すこやかセンター　３Ｆホール
３ 演題  『ホームデンティストのトリセツ』
　　　　 ～かかりつけ歯科医院を上手に

活用し、活き活きした生活を楽し
みましょう～

4 講師　藤木 省三 歯科医師
　　　　　日本ヘルスケア歯科学会　副代表
　　　　　神戸市　大西歯科　院長

同日開催

参加者
募集

80歳以上で自分の歯が20本以上ある人へ
8
はちまるにーまる

020財団理事長賞の表彰式を行います

8020達成者を､8020財団理事長賞として表彰します｡表彰式はどなたでも見学できます｡

１　日時　11月10日㈰　13:30～13:50
２　会場　羽咋すこやかセンター　３Ｆホール
３　表彰対象者　羽咋郡市内に在住の、満80歳以上で自分の歯が20本以上ある人のう

ち、９月までに羽咋郡市内歯科医院に申請した人。

５ 参加費　無料
６ 参加特典
　①参加者全員に歯の健康グッズをプレゼ

ントします。
　②羽咋市民で参加された人には、UFO

カードまたは道の駅のと千里浜のポイ
ント引換券を進呈します。

※申込み不要で、どなたでも参加できます。
＜主催＞石川県歯科医師会
　　　　羽咋歯科医師会
＜共催＞石川県、羽咋市
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　　　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６月生)
　11月６日㈬　12：45～
●１歳６カ月児健診(平成30年４月生)
　11月７日㈭　12：45～
●４カ月児健診(令和元年７月生)
　11月26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　11月６日㈬
　午前10時30分～11時30分
　｢親子で楽しむ絵本」　
　講師：ぼちぼちいこか

☆育児相談　11月13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　11月20日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　11月27日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：羽咋白百合幼稚園

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

11月 １日㈮ 透明鍋でご飯を炊こう とき保育園
５日㈫ シールペタペタあそんじゃおう こすもす保育園

　 ✿大きくなったね(身体計測)　
６日㈬ 遊戯室で遊ぼう 西北台保育所
６日㈬ おにぎりマンがやってくる！ 羽咋幼稚園　
７日㈭ 簡単クッキング！ 千里浜保育所

　11日㈪ いっしょにあそぼう！ 邑知保育園
12日㈫ ★人形劇を楽しもう　 こすもす保育園

　13日㈬ ベビーマッサージ【講師　lrieあいりー先生】 羽咋幼稚園
　～ご予約受付中（10組まで）～

15日㈮ 自然物を使って遊ぼう とき保育園
18日㈪ つくって食べよう！　お・や・つ 邑知保育園

　　 ※要予約
19日㈫ 炊きたてご飯でおにぎりを作ろう こすもす保育園
20日㈬ 絵本って楽しいね　 西北台保育所
20日㈬ またまたおにぎりマンがやってくる！ 羽咋幼稚園
26日㈫ わくわく新聞あそび こすもす保育園
27日㈬ 大きくなったかな？ (身体測定) 羽咋幼稚園

＆お琴演奏をきこう！
28日㈭ 保育所のお友達と遊ぼう！　 千里浜保育所

こすもす保育園親子育児講座
11月12日㈫　午前10時～11時

「人形劇を楽しもう」 
講師：羽咋おはなし会

※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。

千里浜児童センター休館のお知らせ
　建物の老朽化のため、千里浜児童センターの改修工事を行います。
　工事期間は、令和元年10月15日から令和２年２月末までの予定で
す。その間、千里浜児童センターを休館します。建物のほか、芝生
にも立ち入ることが出来ません。
　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

各種行事のお知らせ
　休館に伴い、各種行事を千里浜保育所で開催します。
　　クリスマスお楽しみ会　12月21日㈯ 午後２時～　　
　　新年会　　　　　　　　 １月11日㈯ 午後２時～
　　豆まき　　　　　　　　 ２月   1日㈯ 午後２時～
　参加を希望される人は、２週間前までに電話連絡をお願いします。
　 千里浜児童センター（☎22-6318）

利用料
無料



No.809 2019年11月 広報はくい　9

新着図書のご案内

落花狼藉(朝井まかて)カイン
は言わなかった(芦沢央)空と
湖水(植松三十里)ナポレオン
1(佐藤賢一)絶声(下村敦史)格
闘(高樹のぶ子)穴掘り(本城雅
人)落日(湊かなえ)粋と野暮お
けら的人生(畠山健二)のっけ

から失礼します(三浦しをん)
わたしのいるところ(ジュン
パ•ラヒリ)死の海(後藤宏行)
台湾百年ヒストリー(横山透)
人間はたったの4タイプ(稲場
真由美)58歳から日々を大切
に小さく暮らす(ショコラ)ト
コトンやさしい電車の本(青
田孝)日本捕鯨史(中園成生)

きみの存在を意識する(梨屋
アリエ)十四歳日和(水野瑠見)
世界の神話(沖田瑞穂)おかし
えんのごろんたん(おくやまれ
いこ)しゅくだいかけっこ(福
田岩緒)やなぎ通りのおばけ
やしき(ルイス•スロボドキン)

大坂の陣(大石学)ギネス世界
記録2020(グレイグ•グレン
ディ)こども六法(山崎聡一郎)
ひとしずくの光(ウォルター•
ウィック)丘のうえのいっぽん
の木に(今森光彦)まんまるダ
イズみそづくり(ミノオカリョ
ウスケ)ガンピーさんのサイ
(ジョン•バーニンガム)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■11月の休館日
５日㈫・12日㈫・19日㈫・26日㈫
＊休館日は毎週火曜日です。
(火曜日が祝祭日の場合はその翌日です)

■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子どもの本棚 ・
ズボラ・ぐうたらさん　集まれ～ 昔の遊び

「全部レンチン！やせるおかず作りおき」
柳澤 英子/著　小学館

「おじいちゃんは遊びの名人」
多田 千尋/著　ひかりのくに

　毎日忙しい、帰りが遅い、料理は苦
手・・・な方、電子レンジでチンして
作るおかずはどうですか？保存容器に
具材や調味料を入れるだけで、簡単に
時短で失敗なくおかずができます。そ
のまま保存したり、作りおきもできる
ので、とても便利です。

　おじいちゃんおばあちゃんが、子供
の頃よく遊んでいた、けん玉・コマあ
そび・たこあげなどの伝承遊び。他にも、
自然のものを使って「竹馬」「草花ずも
う」やカラクリがおもしろい手作りお
もちゃなどがあります。遊びの“名人”
と一緒に楽しんでみましょう。

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　11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　11月25日㈪
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

【科学遊び講座】『 ゆらゆら ゆれて 』
日時：11月９日㈯　午後２時～４時
【ボランティア講座】『 かがく絵本を楽しもう!』
日時：11月22日㈮　午後２時～４時
場所：コスモアイル羽咋
講師：坂下智婦美 氏（科学読物研究会所属）

【クリスマス工作教室】
『羊毛フェルトでツリーの飾りをつくろう！』

日時：11月30日㈯　午後２時～４時
場所：コスモアイル羽咋・研修室
対象：どなたでも　定員：15人　材料費：300円
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ふるさとは遠きにありて思ふもの
　「ふるさとは遠きにありて思ふも
の」という室生犀星の言葉が、歳を
重ねる毎に色々な想いを故郷：羽咋
に対して思い起こさせてくれます。
かくいう私は高校卒業までの18年
間を羽咋で過ごし、その後大学と就
職で関西に20年間、そして現在関
東に居を構え13年目を迎えており
ます。羽咋での18年間は今でも強
烈に記憶に残る懐かしい思い出と経
験があり、それらを礎として人格形
成がなされたものと思っています。
　例えば、小さな小学校・中学校で
の児童会・生徒会での経験や他愛の
ない友人との遊びでの思い出、また
高校まで続けた部活での苦しくも楽
しく最後は悔しい思いをしたこと、

その部活を通じての高校を越えた
友人関係など、多くの思い出が今な
お帰省とともに胸に去来します。今、
都会といわれる場所で仕事と生活を
しておりますが、帰省すると不思議
と自分が都会で無理して生活してい
るのだと気付かされることがありま
す。何より心が穏やかになれる自分
に気付くのです。それほど生まれ
育った場所が居心地良いものなのだ
と。やっぱり水が合うってことなの
でしょう、自分のルーツが羽咋にあ
るのだと。
　幸いなことに今なお両親が健在
であり、家族も羽咋への帰省が楽
しみなようで、毎年欠かさず帰省し
ておりますが、そのたびに一方で寂

しさを感じることもあります。それ
は、今では廃校になった小学校や中
学校、近所の家が更地になって風景
が変わってしまったことなど、昔懐
かしい記憶と現在の違いを受け入れ
なくてはならない現実。高校時代の
マラソンで走った千里浜海岸の浸食
具合や昔あった店舗の閉鎖など。
　私にとっては、今後も古き良き故
郷：羽咋であってほしいと願う一方、
地方が抱えるさまざまな課題を市民
一丸となって解決していかれ、我々
のような故郷を離れた人間にとって
懐かしめる羽咋を残しつつ、更に発
展した誇れる羽咋になって欲しいも
のだと心から願ってやみません。

Hello! How are you doing?
Over the last few months, I have 
been helping out at the English 
Camps held at the National 
Noto of youth exchenge house. 
We have been hosting fi fth and 
sixth grade elementary school 
students from the Hakui area and 
taking part in many activities, 
such as stamp making, disc golf, 
walk rallies, night adventures, 
and outdoor cooking classes. My 
favorite was the Night Adventure. 
We walked through the woods 
in the dark and solved puzzles! 
The students have had a chance 
to practice using English and 
having fun doing these activities 
together with many volunteers. 
Thank you so much to Jonny, 
Mikushi, To-chan and the many 
other people who have helped 
make these camps a great 
success.

　こんにちは！お元気ですか？
　私はここ数ヶ月間、国立能登青少
年交流の家で開催されたイングリッ
シュキャンプの手伝いをしていまし
た。
　羽咋の小学校５年生と６年生を受
け入れ、スタンプ作り、ディスクゴ
ルフ、ウォークラリー、ナイトアド
ベンチャー、野外炊飯など、さまざ
まな活動に参加しました。
　私のお気に入りはナイトアドベン
チャーでした。 私たちは暗闇の中で
木々の中を歩き、謎解きをしました！
　生徒たちにとって、英語を使う練
習と、多くのボランティアの人たち
と一緒に活動を楽しむ良い機会にな
りました。
　イングリッシュキャンプを大成功
に導いたジョニー、みくしぃ、とっ
ちゃん、そのほか多くの人々に感謝
します。

前田　通利 さん(51歳）

（志々見町出身
　神奈川県横浜市在住)
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　道の駅ららん藤岡は、好きな道
の駅ランキングで毎年上位に選ば
れる人気の道の駅です。レストラ
ンや農産物直売所、ミニ遊園地も
あり高速道路（上信越自動車道上
り線）のパーキングエリアとして
親しまれています。また、一般道
からも利用できますので、夏には
広場の噴水で多くの子どもたちが
水遊びを楽しんでいます。
　ららん藤岡では、10月26日か
らイルミネーションでお出迎えを

しています。広場を中心
に、ららん藤岡内に飾ら
れた色とりどりの電飾。

その中でも広場の中央にあるツ
リーと夜空に広がる光のラインや
地面を流れるような青いきらめき
など、幻想的な光が人々を魅了し
ます。また、ミニ遊園地の観覧車
からみるイルミネーションは絶景
です。
　このイルミネーションは来年１
月31日まで行われます。藤岡に
お越しの際は、ぜひららん藤岡に
立ち寄って光のページェントをお
楽しみください。

ららん藤岡
～道の駅のイルミネーション～

ざまな問題を調査研究し、行動に
よって解決することで、“明るい豊
かな社会"を創造することを目的と
しています。
　具体的な活動として、みなさん
がご存知のものでは、千里浜海岸
の清掃を行う‶千里浜クリーン運
動”、小学生の相撲大会‶わんぱく
相撲"があります。平成25年に市
制施行55周年を記念し、『開運！
なんでも鑑定団』の出張鑑定の公
開収録を行ったこともあります。
　また、メンバーのスキルアップ
を目的として、facebook活用術、
プレゼンテーション、ディベート
など、まちづくりやビジネスに活
用しやすいさまざまなセミナーを
開催しています。
　さらに今年度は、羽咋青年会議
所創立55周年記念事業として、11

　“青年"と呼ばれる年代は、会社
や家業の最前線で働きながらも、
家庭を持ったり、家族や友人と過
ごす時間を作ったりと、常に時間
に追われています。この貴重な‶青
年"という時間を忙しさだけで消費
してしまうのではなく、自らの成
長や人脈などに投資すべきではな
いでしょうか。
　青年会議所は全国にありますが、
羽咋青年会議所は、羽咋郡市（羽
咋市、志賀町、宝達志水町）に住
む青年（20～40歳）で構成され
るまちづくり団体で、今年、創立
55周年を迎えました。
　「地域の歩みに感謝し、一緒によ
ろこびを分かち合うひとづくり・
まちづくり・未来づくりに挑戦し
ます」を基本理念とし、羽咋郡市
の地域課題の解決に向けて、さま

月23日㈯にコスモアイル羽咋で、
『能登創生論～最も新しい地方創生
の話～』と題し、地方創生担当大
臣を務めた石破茂氏を招き、講演
会が開催されます。
　羽咋青年会議所は現在、正会員
８人、終身会員やシニア会員を含
めると、総勢60人の団体です。地
域の発展に貢献したい方、自身を
成長させたい方、仲間づくりをし
たい方、１カ月の体験入会も受け
付けておりますので、お気軽にお
問い合わせください。

社会貢献を通じて自己成長を 羽咋青年会議所の皆さん

（公社）羽咋青年会議所
☎22-1317
E-mail
　hakui.jc@khaki.plala.or.jp
Webサイト
　http://www.hakui-jc.com/



12　広報はくい No.809 2019年11月

～～心心心心心心用用ののの火火火火火火火火　　でででででででででででででで！ねねねねねいいいいいいいいいいいいいいいいねいいいいいいいねいいいいいいいつ　いつつつつ　つずつつつつずずずずずつつずつつつずずずとと ずずつずつつつつつつとととととひひととひと～～～ひひ～～ 火火火ひひひひ でで ののの 心心心心ずず ねねねね～～～～ 心心～～心心～心～の 心火火のの火～ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心～心～

㈮㈮㈮㈮月月月月㈯㈯月元令 ㈯９９９９９月月月111年1年年年年年年年年年元元和令和令：：：：令令令令令令令令令令期期 元元元 日日元元年 ９９日日年年令令令令令令期間：令和元年11月９日㈯ ㈮㈮㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯㈯ 55511月月月月月111111111～～～～～～～～～ 日日日日5555日日日日～11月15日㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮㈮

　

　これから冬にかけて空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節になります。 
　一人ひとりが、火災予防に対する意識を持つことが大切です。このことから、「火災や
災害に強い街づくり」を目的に11月９日から15日までの１週間を秋の全国火災予防運動
と定めています。

お問い合わせ先　羽咋消防署　予防係　TEL 22-0089　FAX 22-5319

住宅防火  いのちを守る  ７つのポイント
～３つの習慣・４つの対策～
３つの習慣
　◯ 寝たばこは、絶対にやめる。
　◯ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　◯ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
　◯ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
　◯ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
　◯ 火災を小さいうちに消すためには、住宅用消火器等を設置する。
　◯ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
　また、これから寒くなってくると石油ストーブ等の暖房器具を使用する機会が増えて
きます。使用方法を守り、火災が発生しないように十分注意しましょう。

ＳＴＯＰ!!　山火事・枯れ草火災
　～野焼きは法律で禁止されています！～
　野焼きは、適法な焼却設備を用いず野外で廃棄物を焼却する行為です。「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」で、廃棄物の焼却は一部の例外を除き原則として禁止されて
います。事前に市役所環境安全課へ確認してください。
　焼却禁止の例外と認められた場合は、あらかじめ、消防署へ「火災とまぎらわしい煙
または火炎を発するおそれのある行為の届出書」の届出が必要です。
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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

～タイヤの盗難対策～
羽咋警察署、羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

太郎

｢世界エイズデー｣と｢ＨＩＶ(エイズ)検査｣のご案内
　12月１日は「世界エイズデー」です。エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）に感染して起こ
る病気です。ＨＩＶやエイズは身近な問題であり、決して他人事ではありません。早期発見・早期治療
で進行を抑えることができますので、感染に不安のある方は検査を受けましょう。
　※検査は、要予約、匿名、無料です。検査結果は、１週間から10日後に来所でお伝えします。

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

能登中部保健福祉センター
（☎0767-53-2482）

毎週月曜日　９:00～11:30（要予約）
＊第１月曜日は、約１時間で結果が分かる即日検査を行います。
＊第２月曜日は、夜７時まで検査が受けられます。

羽咋地域センター
（☎22-1170） 毎月第２月曜日　９:00～11:30（要予約）

ひきこもり家族教室
日 時・対 象 会　場 内　容

第
１
回

11月19日㈫
14:00～16:00
家族・支援者

能登中部保健福祉
センター

講演会
「ひきこもりの方と暮らすご家族のライフプラン」
講師：安部行政書士・社会保険労務士・ＦＰ事務所 
　　　代表　安部 静男 氏

第
２
回

12月６日㈮
14:00～16:00
家族のみ

羽咋地域センター

交流会
＊ひきこもりサポーター (当事者)の方と、日頃の悩み
や家族としての対応について話し合いましょう。
講師：ひきこもりサポーター
助言者：石川県こころの健康センター　竹　昌江　氏

対象　ひきこもりの方のご家族、支援者　（ただし、障害福祉サービスを利用中の人は対象としない）

アルコール関連問題
家族教室・講演会

　アルコール関連問題を抱える家族、お酒に依存傾
向のある方の家族、アルコール依存症と診断された
方の家族により良い対応ができるよう、アルコール
についての知識や理解を深めるための家族教室を実
施します。
日時　12月３日㈫　講演会　13:30～14:30
　　　　　　　　　 交流会　14:30～15:30
場所　石川県能登中部保健福祉センター　
　　　（七尾市本府中町ソ27番９）
対象者　お酒の問題を抱える家族、お酒に依存傾向

のある人の家族、アルコール依存症と診断
された人の家族や支援者

講師　岡部診療所　精神保健福祉士　西念奈津江氏
参加費　無料

　今年もタイヤ交換を行う季節が近付いてき
ました。冬から春にかけて、タイヤの盗難被
害が急増する傾向にあります。新品のタイヤ
だけが狙われるとは限らないので、十分注意
してください。
　今のうちから下記の対策をして、大切なタ
イヤを盗難から守りましょう。
鍵のかかる屋内に保管する
　外から見える場所に置いていると、
　泥棒に狙われやすくなります。
防犯機器を活用する
　センサーライト等を設置すると効果的です。
店舗でのタイヤ預かりサービスを利用する
　適切な保管場所がない場合は、費用はかか
りますが、店舗に保管するという方法もあ
ります。
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●市役所の連絡先
（代表：0767-22-1111）

健康福祉課　　　　　　　　地域包括ケア推進室　　
・援護係　　　　22-3939　・介護高齢者係　　　　　22-5314
・子育て支援係　22-1114　・地域包括支援センター　22-0202

市民窓口課
・市民窓口係　　　22-5940（市民窓口・戸籍）
・国保年金医療係　22-7194
　　（国民年金・国民健康保険・後期医療）

日時　11月４日(月･振) 
　　　14:00～（10分前開場）
作品　『リチャード・ザ・ストーク』
　　　（約84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

日時　11月16日㈯ ９:50～10:50
　　　（受付　９:00～９:40） 
会場　邑知中学校 食堂　受験料　無料
申込締切　11月９日㈯までに邑知
ふれあいセンター（邑知公民館）へ
※受検申込のあった人に事前にドリ
ルをお渡しします。
※詳細は邑知公民館へお問合わせく
ださい。
　・問　邑知ふれあいセンター
　　　　(邑知公民館)(☎26-0027)

　『障害のある人もない人も共に暮
らしやすい石川県づくり条例』（共
生社会づくり条例）が10月から施行
されました。施行に伴い、石川県で
はシンボルマークを募集しています。
最優秀賞賞金　10万円（１点）
優秀賞賞金　３万円（２点）
締切　11月30日㈯
詳しくは、以下のURLをご覧ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
fukusi/kyousei/index.html
問　県健康福祉部障害保健福祉課
（☎076-225-1428、ファクス076-225-1429）

1　企画展「気多の神々」
　写真家渋谷利雄氏が長年にわたり
撮影してきた写真を中心に、気多神
社文書や寺家遺跡出土品などを展示
し、「気多の神まつり」の歴史を紹
介します。
会期　10月１日㈫～11月10日㈰
　　　会期中無休
時間　９時～17時(入館は16時半まで)

2　企画展「気多の神々」展示解説会
日時　11月３日㈰　14時～
解説　中野知幸(資料館学芸員)

3　古代米炊飯実演と試食会
　弥生土器を模した土器を使って、
古代米を野焼き炊飯します。
日時　11月３日㈰　
　　　11時半ごろに試食予定

　羽咋市シルバー人材センターの普
及啓発イベントです。
　皆様お誘い合わせのうえ、ご来場
ください。
日時　11月17日㈰ 10:00～14:00
場所　羽咋勤労者総合福祉センター
内容　①ステージショー
　　　②新鮮野菜や日用品の販売
　　　③飲食・キッズコーナー
問　羽咋市シルバー人材センター
　　（☎22-2700）

広　告　欄

日時　11月９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　10月30日㈬～11月８日㈮

日時　11月16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　 11月６日㈬～15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

申

図書館の映画上映会

第13回 邑知検定

共生社会づくり条例の
シンボルマークを公募します

歴史民俗資料館のイベント
会場・問合せ：歴史民俗資料館
　　　　　　(☎22-5998)

シルバーフェスタはくい2019
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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

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

日時　11月17日㈰　８:30～
場所　羽咋体育館
資格　郡市在住、在学、在勤の方
種目　男・女小学生、一般男女シング

ルス、男・女ダブルス、ママさん、
男子サーティ、男子フォーティ

参加料　シングルス500円、ダブル
ス800円（大会当日でも可）

申込み　羽咋体育館にある申込書に
　　　　記入し、羽咋体育館へ
　　　　（FAX22-9360）
申込締切　11月９日㈯
問　羽咋市卓球協会・三星正紀
　　（携090-8968-1393）

　夫・パートナーからの暴力やス
トーカーなどの事案は、依然として
数多く発生しています。　
　これらの女性をめぐるさまざまな
人権問題の解決を図るための取り組
みを強化するため、全国一斉に『女
性の人権ホットライン』強化週間を
実施します。
　相談無料、相談内容の秘密は守り
ます。
実施期間　11月18日㈪～24日㈰
受付時間　８:30～19:00
※土・日曜日は10:00～17:00
電話番号　0570‒070‒810　
※法務局職員、人権擁護委員が対応

第38回羽咋郡市卓球
選手権大会参加者募集

「女性の人権ホットライン」
強化週間

　金沢弁護士会では成年後見制度、相続、遺言、財産管理、消費者被害
などについて弁護士による無料相談会を行います。
　ご高齢の人や障がいがある人、そのご家族や支援者は気軽にご相談く
ださい。

日時　11月12日㈫13:00～16:00　場所　羽咋市役所２階　203会議室
１人(組)45分程度の相談となります。原則、事前予約制ですのでご希望
の人は、地域包括ケア推進室(☎22-0202)までお問い合わせください。

弁護士による県下一斉
無料法律相談会開催のお知らせ

　企業に応募する際に必ず書く「履歴書」。皆さん、きちんと書けてい
ますか？履歴書の使い回し、写真の貼付なし、志望動機欄や資格欄が空
欄のままなど、履歴書の不備は、不採用の理由のひとつとして企業から
挙げられています。
◆あなたが書く「履歴書」はただの書類ではありません。
　企業の採用担当者は、履歴書に書かれている事実だけではなく、作成
にあたっての丁寧さや正確さ、表現力など、すべてを採用の基準で見て
います。言うなれば、「履歴書」はあなたの「保証書」なのです。
◆ハローワーク羽咋では、みなさんの「履歴書」の点検をしています。
　完成前の状態でもOKです！不安を解消して、自信を持って応募して
みませんか。

ハローワーク羽咋からのお知らせ

一人でも雇ったら、労働保険の
加入手続きが必要です

　11月は「労働保険適用促進強
化期間」です。
　従業員（パート・アルバイトを
含む）を一人でも雇用している事
業主は、労働保険（労災保険・雇
用保険）に加入することが義務付
けられています。
　まだ加入手続きがお済みでない
事業主は、早急に労働保険の加入
手続きをお願いします。手続きは
最寄りの商工会や社会保険労務士
に依頼することもできます。また、
電子申請による届出も可能です。

秘密厳守

「運輸業企業説明会・面接会」開催！

日時　11月11日㈪
　　　13:45～16:00
会場　コスモアイル羽咋　1Ｆ研修室
対象　運輸会社への就職を希望する人
主催　石川労働局、
　　　（一社）石川県トラック協会
共催　ハローワーク七尾・羽咋
説明を聞くだけでもＯＫ! 経験は
問いません。運輸業に興味のある
人は、ぜひご参加ください。

お問い合わせ　
　ハローワーク羽咋
　（☎22-1241）
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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

　　

　11月12日～25日は､｢女性に対す
る暴力をなくす運動｣週間です。パ
ープルリボンは、女性に対する暴力
根絶運動のシンボルとなっています。
　この期間中、市役所１階ロビーに
パープルリボンツリーを設置してい
ます。
　メッセージカード
とリボンでツリーを
飾り、この運動にご
参加ください。

広　告　欄

■人口　21,442人(－28人)
　□男性　10,165人(－５人)
　□女性　11,277人(－23人)
■世帯数　8,552世帯(+３世帯)
＊令和元年10月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【９月中の人口動態】
　□出生　　　    13人　
　□死亡　　　    32人
　□転入など　    33人
　□転出など　    42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11月分

登録はありません

パープルリボン運動にご参加を

税に関する説明会
１　年末調整説明会
　日時　11月21日㈭
　　　　13:30～15:30
　対象　所得税の源泉徴収義務者
　　　　（給与支払者）
　場所　羽咋すこやかセンター

日時　11月30日㈯　 
場所　コスモアイル羽咋　小ホール

◆13:40～14:10 表彰状･感謝状贈呈
◆14:10～14:50 公民館事例発表
　　　　（富永公民館・神子原公民館）
◆15:00～16:20 記念講演会

市公民館研究集会・記念講演会

来年１月12日に成人式を行います
　令和２年成人式を、１月12日㈰にコスモアイル羽咋で行います。
対象者　平成11年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた人で、
　　　　羽咋市に住民票のある方。
※就職や進学などで羽咋市に住民票がない方も参加できます。
　希望する方は出身地区の公民館または市生涯学習課までご連絡ください。

問　市生涯学習課（☎22-9331）

２　記帳説明会
　日時　11月19日㈫
　　　　13:30～15:30
　対象　事業所得など（営業所得、

農業所得、不動産所得また
は山林所得）を有する人

　場所　羽咋すこやかセンター

３　軽減税率制度等説明会
個人事業者 法人

11月 ７日㈭ ①10:00～10:45
②11:00～11:30

①13:30～14:15
②14:30～15:0012月12日㈭

内容　①軽減税率制度の概要や、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
　　　②区分経理・決算処理・消費税等の申告書作成等について
場所　七尾税務署　１Ｆ共用会議室

問　七尾税務署（☎0767-53-3381）

11月11日～17日は
税を考える週間

　小中学生の「税に関する作品」
を展示します。
展示期間　11月11日㈪～17日㈰
場所　コスモアイル羽咋
問　市税務課（☎22-1113）

日曜納税相談・納付受付
　日曜日に納税についての相談
や納付を受け付けます。
日時 11月24日㈰ 8:30～12:00
場所　羽咋市役所税務課
※市役所西側玄関（通用口）から
入り日直者へ申し出てください。
問　市税務課・収納係(☎22-1113)
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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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読書に親しむ
　いよいよ晩秋の時期に入って
きました。昔から秋といえば
読書の季節と言われ、この時期、
読書をされる方も多いのではな
いでしょうか。
　私も小さいころから本を読む
ことが好きで、今でも趣味とい
えば読書だと答えています。
　最近よく読んでいるのが、稲
盛和夫さんの著書です。最近読
んだ主な本は、『稲盛和夫 魂の
言葉108』、『心。』などです。
　稲盛氏は1932年に鹿児島県
で生まれ、1959年に京都セラ

ミックス㈱（現・京セラ㈱）を
設立され、社長・会長を経て
1997年に名誉会長になられた
すばらしい経営者です。
　また、1984年に第二電電企
画㈱（現・KDDI㈱）を設立し
たほか、2010年には日本航空
㈱が経営危機に直面したとき、
代表取締役会長に就任して短期
間で経営を立て直したことで有
名な方でもあります。
　日本の経営者として一流の方
の著書を読むことによって、人
生の参考になることがたくさん

あります。
　facebookなどのSNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サー
ビス）を離れ、ときには秋の夜
長に本に親しんで、人生の糧に
するのも良いかと思います。
 （10月２日）

羽咋市長　山辺芳宣

歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ

　企画展撤収作業のため、臨時
休館します。
期間　11月11日㈪～11月25日㈪
問　歴史民俗資料館(☎22-5998)

　商連加盟のお店の人が教えてくれ
る、得する町のゼミナール。専門店
ならではの知識や情報を教えます。
日時　11月23日 ㈯10:00～16:00
場所　市役所横体育館
問　羽咋市商店会連合会
　　（☎22-0822）

第２回はくい街中ゼミナール
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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？

自分らしく生きることを考える【出前講座のご案内】

　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。

　いずれ訪れる自分の最期について考え話し合いましょう。
　「死」は本来自然なものであり、誰もが避けて通るわけ
には行かないものです。そして、人が生まれる「生」と
同じくらい、「死」にも尊厳があるはずです。自らが希望
する医療・ケアを受けるために、「大切にしていること」、

「望んでいること」、「どこで」、
「どのような医療・ケア」を望
むかを自分自身で前もって考
え、周囲の信頼する人たちと
話し合い、共有することが重
要です。

＜住民主体の介護予防活動を紹介します＞
【支えあいの家ほしばさ】
　毎週月・水・金曜日 10:00～12:00　
　今から８年前、眉丈会が空き家の内装リフォームをし、『支え
あいの家』として、地域に開放することからスタートしました。
参加者の平均年齢は88歳。最高齢者は98歳の男性です。94歳の
男性は出席者名簿をつけ、お世話役の人が都合の悪いときは鍵を
開けます。80代の女性は２年前まで押し車を押して参加してい
ましたが、今では杖も使わずに歩いて来られているとのことです。
お茶の準備や後片付けも利用者が行い、おしゃべりしたり月１回
はお楽しみ会をしたり、無理なく楽しい時間を過ごされていまし
た。

【白山よりあい処「とくよもさ」】
　毎週金曜日 10:00～12:00 
　訪問した日は９月のお誕生会の日で、４人に手作りのちぎり絵
と写真をプレゼントし、歌でお祝いしました。口の体操から始ま
り、漢字・ことわざを使ったクイズやしりとりなどの脳トレ、歌
に合わせた指遊びや体操など楽しいメニューをスタッフが考えま
す。また、別室では男性４人が麻雀を楽しんでいました。参加者
は「おしゃべりも楽しいけど、頭の体操が良い！」「週一回通う
ことでメリハリができる」と話されていました。スタッフも一緒
になってゲームを楽しみ、笑いの絶えないひと時でした。

～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～
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）

問い合わせ　市地域包括ケア推進室（☎22-0202）

対象　地域のサロン､町会､集いの場､企業など
日時/場所　ご都合を考慮します
申込方法　まずは､電話でお問い合わせください

ご自分の人生の最終段階について、一度みんなで考えてみませんか。



No.809 2019年11月 広報はくい　19

介護予防サポーター養成講座のご案内

　「介護予防サポーター」は、地域の皆さんがいつまでも
元気に過ごせるようお手伝いするボランティアです。住民
主体の支え合いが必要となるこれからの時代、地域活動に
関心のある人、自分自身の生きがいづくりや健康維持に関
心がある人、どうぞ気軽に参加してください。そして、ご
自身のできることを地域に生かしてみませんか？

持ち物　筆記用具　　　
参加費　無料　
募集締切　11月21日㈭
※動きやすい服装でお越しください。

申込み・問い合わせ　市社会福祉協議会（☎22-6231）

　

相談窓口　児童相談所 共通ダイヤル　１
いちはやく

８９
　　　　市健康福祉課（☎22-1114） 　

11月は「児童虐待防止推進月間」です

子育て講演会
日時　11月16日㈯　13:30～
場所　コスモアイル羽咋　ロトンダ
講演　「相談からみえてくる子育ての難しさ
　　　 について」
講師　宮下　千代子 氏
　　　（七尾児童相談所所長）
どなたでも気軽にご参加ください。

～生きがいづくり・健康づくり　　みんなで楽しく学びませんか～

　　養成講座の第３回として
　　“支え合いの家いのやま”で体験中

　児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長や人格の形成に悪影響を及ぼします。子ども
の立場を最優先し、虐待から守らなければなりません。
　オレンジリボンキャンペーンは子どもへの虐待の無い社会になることを願い一人でも多くの人に「何
ができるか」を考えてもらい、「行動してもらおう」という運動です。

街頭オレンジキャンペーン
虐待防止の啓発グッズの配布を行います。
日時　11月２日㈯
場所　あだちストアジョイフル店
　　　マックスバリュ羽咋店
※地域全体で子育て家庭
　を見守り、子どもへの
　虐待のない社会を目指
　しましょう。

開催日時・場所 内容

第１回
11月25日㈪
13:30～16:30
羽咋すこやかセンター

・市の現状と介護予防サポーターの役割
・羽咋はつらつ体操の講義・実技

第２回
11月27日㈬
13:30～16:30
羽咋市老人福祉センター

・高齢者の特性
・高齢者との接し方と傾聴について

第３回 後日調整 ・体験（地域サロンなどに参加）

※講座終了後、市が認定した介護予防サポーターとして登録してすることができます。
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　９月19日、土橋町地内の遊水池で、粟ノ保小学校５、
６年生の児童21人が、生きもの調査を実施しました。
　児童らは、農村地域の自然や水路の役割などについて
説明を受けた後、付近の用水路に住む生き物を採取し、
それらを水槽に移し、邑知潟水土里ネットワークの職員
から生き物の生態などについて説明を受けました。
　この日は、フナ、オイカワ、スジエビ、カワニナ、モ
クズガニ、トノサマガエルなどが多数捕まえられました。
児童らは人工的な農業用水にも自然が定着し生き物が多
く住んでいるということを、生き物とじかに触れ合いな
がら学びました。

粟ノ保小 生きもの調査

水土里ネットワーク職員から
説明を受ける児童ら

　９月21日、羽咋体育館で、スポーツを通じて障がい者
の社会参加を促進するとともに、障がい者に対する理解
を深めることを目的とする障害者フライングディスク競
技大会が開催されました。
　今回、第10回大会の会場となった羽咋市には、県下各
地から約140人の選手と約80人のボランティアを含むス
タッフが集い、規程の距離（３ｍ、５ｍ、７ｍ）からディ
スクを10投し、フープの中を通った数を競う”アキュラ
シー競技”が実施され、選手らが熱戦を繰り広げました。

石川県障害者フライングディスク競技大会

フープに向けてディスクを投じる選手

　９月25日、２千年の歴史を刻む県無形民俗文化財の唐
戸山神事相撲が、唐戸山相撲場で行われました。
　各部門別優勝者などは次のとおり（敬称略）。
協賛相撲　小決勝：山岸力（鳴和中）、中決勝：森田陽彦（犀
生中）、十人弓：高井銀次（金沢学院高）、トーナメント
決勝：小向健太（穴水町）、大決勝：北山信之介（羽咋市）
神事相撲　前弓：星場勇介（氷見市）、中弓：中山樹一郎（七
尾市）、奥弓：隆櫻（西森）正憲（氷見市）、寺坂行一（七
尾市）

唐戸山神事相撲

大関となりウマに担がれる
隆櫻正憲さん（左）と寺坂行一さん（右）
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　９月28日、千里浜海岸で、“RUN伴"が開催されました。
　本イベントは、「認知症の人と出会うきっかけがなかっ
たがために、認知症の人へのマイナスイメージを持って
しまいがちな地域の人々も、喜びや達成感を共有するこ
とにより、認知症の人も地域でともに暮らす大切な隣人
であることを実感してほしい」と実施されているもので
す。
　当日は、約30人の参加者が、千里浜レストハウスを出
発し、千里浜海岸を通り、道の駅のと千里浜までの道の
りをタスキをつなぎ走りました。

　R
ら ん

UN伴
とも

千里浜海岸でスタートを切った参加者

　10月６日、第５回となる峨山道トレイルランが開催さ
れました。曹洞宗總持寺二祖「峨山韶

じょう

碩
せき

禅師」が往来し
たと伝わる古道約77㌔（酒井町の永光寺～輪島市門前町
の總持寺祖院）の走破のため、日の出前の早朝、邑知小
学校から輪島市・大本山總持寺に向けて約320人の選手
がスタートを切りました。
　選手らは走るだけでなく、木々の風景や石碑などの写
真を撮り、峨山禅師の足跡を感じながら總持寺を目指し
ました。

峨山道トレイルラン

峨山道に入っていく選手ら

　10月６日、羽咋体育館で第62回羽咋市社会福祉大会
が行われ、社会福祉の功労者３団体・18人の功績を称え、
表彰状が贈られました。
　同日開催された第27回福祉まつりでは、羽咋体育館と
羽咋すこやかセンターの屋内外を会場とし、市内外から
多数の団体が集まり、模擬店やステージイベントなどの
多彩な企画で、訪れた多くの人たちをもてなしました。

　社会福祉大会・福祉まつり

社会福祉関係団体役員の部で、
代表して表彰を受ける山本定夫さん

　10月12日、53回目となる市民駅伝祭が開催され、参
加チームは一丸となってタスキをつなぎ、順位とタイム
を競い合いました。主な成績は次のとおり。
【グループ対抗】男子：①オクトス ②とみながnext（OP） 
③羽咋F.D. /女子：①羽咋走ろう会シンデレラ ②ベルン
とゆかりちゃん ③粟ノ保ランナーズ
【小学校対抗】男子：①西北台A ②羽咋A ③邑知A /女子: 
①瑞穂A ②西北台A ③羽咋A
【地区対抗】①富永 ②羽咋 ③余喜

羽咋市民駅伝祭

スタートを切る選手ら（小学生の部）
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　＝市役所
■問い合わせ
市役所代表電話(☎22-1111)

市

日　時 行　事　名 場　所 担　当

11/2 ㈯ 13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

2㈯～3㈰ 9:00～
17:00 羽咋市文化祭 羽咋体育館　他 生涯学習課

  3 ㈰ 10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館 図書館

  4 ㈪ 14:00～
15:30

図書館映画上映会
『リチャード・ザ・ストーク（84分）』 コスモアイル羽咋 図書館

  5 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

  6 ㈬ 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

  7 ㈭ 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 ㈯ 13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

 14:00～
16:00 科学あそび講座 コスモアイル羽咋 図書館

 10 ㈰ 13:30～
13:50 8020財団表彰 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 13:50～
15:30

県民公開講座　「お口のケアは生命のケア
～全身の健康はお口の健康から～」 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 13 ㈬ 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

 16 ㈯ 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～ 羽咋市少年少女発明クラブ
「科学実験」 コスモアイル羽咋 生涯学習課

13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

 19 ㈫ 14:00～
16:00 介護者交流サロン あわらんち 地域包括ケア

推進室

 20 ㈬ 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

11月の休日当番医
(午前９時～正午：事前連絡必要)

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

※休日に診療した場合は、休日料金が加
算されます。

３日(日･祝）
　西村内科胃腸科クリニック
　宝達志水町今浜 ☎28-2033
　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

４日(月･振）
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　【小児】とどろき医院(小児科）
　羽咋市鶴多町 ☎22-7855

１０日㈰
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　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

１７日㈰
　四蔵医院（内科）
　志賀町仏木 ☎37-1030
　松柳医院（内科）
　羽咋市島出町 ☎22-0011
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890

２４日㈰
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町 ☎22-0238
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

２３日(土･祝）
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

工事の発注状況を
お知らせします

（１千万円以上）９月分
◆市道余喜47号線改良工事（1,276
万円、今井建設㈱）
◆千里浜児童センター改修工事（建
築）（3,465万円、岡田建設工業㈱）
＊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。

今月の納税
納期限 12月２日㈪　
国民健康保険税 ５期　
※市税の納付は便利な口座振替で
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 20 ㈬ 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

14:00～
15:30 栄養・運動教室 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 21 ㈭ 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

 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

 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

 23 ㈯ 13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

 24 ㈰ 9:00～ 羽咋市子ども会ソフトバレーボール大会 羽咋体育館 生涯学習課

 25 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

13:30～
16:30 介護予防サポーター養成講座 羽咋すこやかセンター 社会福祉協議会

 26 ㈫ 13:00～ ４か月児健診 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

 27 ㈬ 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

13:30～
16:30 介護予防サポーター養成講座 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

 28 ㈭ 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

 30 ㈯ 13:30～
16:30 羽咋市公民館研究集会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

13:30～ 親子映画上映会 ユーフォリア千里浜 図書館

13:30～
15:30 介護者交流サロン 羽咋すこやかセンター 地域包括ケア

推進室

14:00～
16:00 クリスマス工作教室 コスモアイル羽咋 図書館

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、「歴史民俗資料館企画展『気多の
神々』」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

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

第31回
志賀町を描く美術展

第30回大賞
「出番を待つ(福浦港)」

東 靖夫(能登町)

第22回定期公演
落語的幸福論
｢生きてるかぎりは」
七尾市民劇団・劇団Ｎが再び落語作品に挑みます。七尾市民劇団・劇団Ｎが再び落語作品に挑みます。
日時　12月14日㈯ 16:00開演
　　　12月15日㈰ 14:00開演
料金　一般1,000円、高校生以下・65歳以上　500円
　　　※全席自由席
問　(公財)演劇のまち振興事業団
　　　　　（☎0767-66-2323）

市

能登半島最高峰
宝達山

市

市

いろいろなイベントを企画しています！いろいろなイベントを企画しています！
ぜひ図書館へあそびにきてください♪ぜひ図書館へあそびにきてください♪
日時日時　11月16日㈯　９:00～17:00　11月16日㈯　９:00～17:00
場所　鹿島図書館（井田）
・古本市 9:00～17:00
・大人の映画上映会 10:00～12:00
・大人の映画上映会 14:00～16:00
・おはなし会 11:00～11:30
・釣り堀 13:00～14:00
・記念新聞プレゼント 11:00～14:30
問　鹿島図書館　（☎0767-76-0544）

図書館まつり

　暑い暑いと言っていたあれだけの猛暑も去り、“霜月”という文字どおり、寒さ
を感じる季節になりました。
　秋といえば、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、人それぞれだと
は思いますが、皆さんはどの秋を堪能されていますか。
　裏表紙にも掲載していますが、今月は市文化祭が行われます。例年どおり、文芸、
書道、いけ花などの各種文化作品などが集結するほか、吟道、音楽ライブなども
行われる予定となっています。羽咋市の姉妹都市である群馬県藤岡市からの出展
もあります。
　また今年は、友好都市である中国の江蘇省南通市通州区の小学生が書いた書画
34点が展示される予定です。事前に見てみましたが、小学生が書いたとは思えな
いほど上手なものばかりでした。市内の皆さんの作品も、取材が終わった後にじっ
くり鑑賞していきたいと思います。 （谷村）

集 後 記編

志賀町をテーマに描かれた
作品を展示します。
※今年応募された作品です。
【富来展】
▶日時　11月16日㈯～24日㈰
▶場所　富来活性化センター
【金沢展】
▶日時　12月６日㈮～９日㈪
▶場所　石川県立美術館　第７･８･９展示室
問 生涯学習センター　（☎0767-32-2970）

市
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　弥生時代に入り、人々は、水田耕作に適した邑知潟沿いの低
湿地に生活の拠点を移し始めます。そこは、豪雨や冠水のリ
スクがある一方で、潟に流れ込む肥

ひ

沃
よく

な泥土に恵まれ、漁
ぎょろう

労、
狩
しゅりょう

猟、採
さいしゅう

集活動にも適した、新しい時代の新天地と言える場所
でした。
　能登の弥生文化の始まりを伝える、国指定史跡「吉

よし

崎
さき

・次
す ば

場
遺跡」では、邑知潟に面する立地を生かした稲作の道具のほか、
コイなどの魚骨、ハマグリなどの貝類、イノシシ・シカなどの
動物骨も出土しており、農地を開拓しながら、潟・海・山の複
合的な恵みを得て生活していました。初期農耕を始めた羽咋の
弥生人たちは、邑知潟という恵まれた環境を生かし、弥生文化
をいち早く受け入れ、飛

ひ

躍
やく

させていきました。邑知潟は、羽咋
の文化発展の源

みなもと

でもあったのです。

遺跡編

潟縁の風景（邑知潟）

問い合わせ　市生涯学習課（☎22-9331）

羽咋市文化祭 11月２日㈯
　 ～３日㈰

第１会場　羽咋体育館
【11月２日㈯～３日㈰】
９:00～17:00（３日は16:30）
■文芸展 ■書道展 ■手芸展 ■美術展 ■写真展
■菊花展 ■いけ花展 ■親子ふれあいアルバム展
■家族川柳作品展 ■子育て標語作品展
■音文協ミニコンサート ■フリーマーケット
■模擬店　など

第３会場　羽咋すこやかセンター
【11月３日㈰】
■アコースティックライブ
　（13:30～16:00 ３階いきいきホール）

【11月４日㈪】
■囲碁大会　（９:00～17:30 ２階研修室）

第４会場　歴史民俗資料館
【11月３日㈰】
■古代米の土器炊飯火入れ（10:00～）
■古代米の試食　（11:30～）

第５会場　邑知ふれあいセンター (邑知公民館)
【11月２日㈯～３日㈰】　
９:00～17:00（３日は16:30）
■邑知菊花展 ■文芸展 ■いけ花展　
■手芸展 ■絵手紙展 ■小・中学生作品展
■保育園作品展 ■長寿会作品展 ■自由作品展

第６会場　羽咋勤労者総合福祉センター
【11月３日㈰】
■将棋大会　（９:00～17:00 ２階研修室）

各地区文化祭
【11月10日㈰】　一ノ宮公民館
【11月24日㈰】　千里浜公民館

第２会場　コスモアイル羽咋
【11月２日㈯】
■未来につなぐ羽咋産業展2019　
　（９:00～16:00　小ホール）
■市民音楽祭　（14:00～16:30）

【11月３日㈰】
■未来につなぐ羽咋産業展2019　
　（９:00～15:00　小ホール）
■表千家茶会　（９:30～15:00 茶室、和室）
■吟道祭・芸能祭　（13:00～16:30 大ホール）

問いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい問い


