
20202020
(令和２年)(令和２年)

広報広報 はくいはくい

表紙／令和２年羽咋市成人式“誓いの言葉”【関連記事25㌻、裏表紙】表紙／令和２年羽咋市成人式“誓いの言葉”【関連記事25㌻、裏表紙】
２２  トピックス

北陸初、日産と災害連携協定を締結 …………………  ２
税の申告、お忘れなく ……………………………  ６～８
「立地適正化計画」「羽咋駅周辺整備基本計画」パブコメ募集 …  27

HAKUIHAKUI
No．812No．812

地域をつなぐ情報誌地域をつなぐ情報誌



2　広報はくい No.812 2020年２月

　　

北陸初の災害連携協定を締結
　昨年12月26日、市は、日産自動車株式会社(神奈川県横浜市)と石川日産自動車販売株
式会社(金沢市)との３者で、電気自動車を活用した災害連携協定を締結しました。

協定の概要
１市内で災害により停電が発生した際、石川日産自動車販売の店舗に配備されている電
気自動車「リーフ」を、市が指定する避難所などに無償貸与していただき、電力供給
体制を構築する。

２市・日産自動車・石川日産自動車販売の協力により電気自動車からの給電を行うこと
で、災害時においても継続して電力を供給できる態勢を整え、指定避難所などの円滑
な運営を図る。

　市では、平成30年10月、電気自動車の電力を
建物の電力として活用できる電力変換装置「V2H
(Vehicle to Home)」を導入した邑知ふれあいセ
ンターを整備しました。また、「リーフ」を１台公
用車として導入し、停電時でも同施設で電力を継続
的に使用できる体制を整えています。
　この協定により、災害時などには、「リーフ」か
ら邑知ふれあいセンターをはじめとした避難所など
に、電力が供給されます。

「V2H」を介して邑知ふれあいセンター
に電力を供給するリーフ
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ご寄付ありがとうございます

松榮唯乃さんが県代表に

　林一夫さん(旭町)が、マルシェ跡地(川原町地内)に所有し
ていた土地480.52㎡を市に寄付しました。
　権利移転の手続きが完了したことを受け、12月24日、山
辺市長から林さんへ感謝状が贈られました。
　寄付された土地は、市が進めている羽咋駅周辺整備事業の
用地として活用されます。

　12月18日、松榮唯乃さん(羽咋中３年)が羽咋市役所を訪れ、
12月25日から28日に大阪で開催される“全国都道府県対抗中
学バレーボール大会”の石川県代表として選ばれたことを八島
和彦教育長に報告しました。
　松榮さんは、「８月下旬から４カ月間、たくさん練習してきた。
始めはチームのみんなとうまくやれるか不安だったが、今では
メンバー皆かけがえのない存在。チーム目標であるベスト４を
目指しがんばりたい」と抱負を語りました。

　12月20日、英検２級と準２級を取得した市内中
学生19人が、羽咋市役所で表彰を受けました。
　この表彰は、市教育委員会が英検で優秀な成績を
収めた生徒をたたえ、市内の英語教育のさらなる充
実につなげることを目的に開催されているもので、
今回で２回目になります。
　式の冒頭、八島和彦教育長は「これからの時代を
生きるうえで、英語力が非常に大切になっている。
この表彰には、皆さんが後輩たちの手本になってほ
しいという願いが込められている。これからもます
ます英語力に磨きをかけ、高みを目指してほしい」
と激励。英検２級取得者４人に教育長表彰を、準２
級取得者15人に奨励賞を贈りました。
　生徒を代表し、山本真さん（羽咋中３年）が「一
生懸命勉強してきたので、合格の知らせを聞いたと
きはとてもうれしかった。高校進学後も、英語学習
に努めていきたい」と英語で謝辞を述べました。

～羽咋駅周辺の活性化につなげてほしい～

感謝状を受け取った林さん（左）

八島教育長に出場を報告する松榮さん(右)

八島教育長から表彰を受ける生徒ら

英検合格者の生徒を表彰

受賞者の皆さん
１ 教育長表彰（英検２級取得者）
　山本真、大鍋真緒、本多りあ（羽咋中３年）
　小石愛実（邑知中３年）
２ 奨励賞（英検準２級取得者）
　北野琴理、北出美優、田中万葉、中村咲智、
　平場いおり、門内菜摘、村上優、平野碧七海、
　吉田華（羽咋中３年）
　萬澤桜生、原康輔、藤巻祐太（羽咋中２年）
　谷口優月、寺井明香、長野紘昌（邑知中３年）



4　広報はくい No.812 2020年２月

　　　　

羽咋の縁結び

恋愛力アップセミナー
開催日　２月16日㈰
会　場　羽咋勤労者総合福祉センター２Ｆ研修室
　　　　（千里浜町カ１-20）
対　象　25歳以上の独身男女　各20人
　　　　※応募多数の場合、羽咋市民・移住希望者を優先

女性向けセミナー
時刻 内容

８:45～ 受付開始
９:00～10:30 メイクアップ講座

　講師：Hair&make coeur
　オーナー　幸田 恵　氏

10:30～10:40 休憩
10:40～12:00
　
　　　　

さっちゃんと一緒に考える
　「ライフプラン講座」
　講師：フリーアナウンサー
　　　重原 佐千子 氏

男性向けセミナー
時刻 内容

13:15～ 受付開始
13:30～14:30 恋愛力スキルアップ講座①

　講師：トータルマリアージュサポート
14:30～14:40 休憩
14:40～15:50 恋愛力スキルアップ講座②

　講師：トータルマリアージュサポート
15:50～16:00 休憩
16:00～17:00 ファッション・コーディネート講座

　講師：洋服の青山

　問い合わせ・申込み　フィオーレパーティ事務局　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（☎050-3539-3838）受付 10:00～20:00（水曜除く）

参加費無料

赤ちゃん婚活パーティー
　結婚や子育てに、まっすぐに向き合える相手を
見つけよう！
　赤ちゃんを抱える、子育て中の家族を交えた
「本気の婚活パーティー｣。

日時　２月23日㈰　10:30～14:30
参加費　男女ともに1,000円
対象　25歳～45歳の独身男女　各20人
　※応募多数の場合、羽咋市民・移住希望者・セミナー
　　参加者を優先

参加者全員に参加者全員に
羽咋米ポップライス羽咋米ポップライス
プレゼントプレゼント

セミナー参加者は、２月23日㈰に開催予定の赤ちゃん婚活パーティーに優先的に参加できます

スケジュール
時刻 内容
10:00 受付開始

10:30 サークルトーク

11:30

赤ちゃん婚活
赤ちゃん婚活パーティーにご協力いただ
いた家族との歓談。結婚や子育ての「楽
しさ・喜び・大変さ」などについて、赤ちゃ
んを交えながらお話しいただきます。

12:30
ランチパーティー
道の駅のと千里浜 特製弁当を食べなが
ら、ランチトークで盛り上がりましょう。

14:00 マッチング

14:30 終了　
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令和２年度　羽咋市会計年度任用職員募集

２．勤務条件など
　勤務時間は原則１日７時間(各勤務場所におい
て別に指定)。
　ただし、⑧は６時間、⑨は７時間45分、⑩は５
時間程度、⑫は６時間30分、⑬は４時間、⑮は
５時間、⑯は４時間。
　交通費・期末手当の支給、有給休暇及び社会保
険制度(※)があります。
　※勤務条件により社会保険に加入することになります。
３．採用方法　２月下旬に面接試験を実施予定
４．採用予定　令和２年４月

職　　　　　種 人　員 職務内容・応募資格など
① 一般事務 20人程度 パソコンを利用した事務(表計算、文書作成など)ができる人
② 一般事務
　（障害者手帳保有者） 若干人 障害者手帳(※1)をお持ちの人で、事務や軽作業ができる人

③ 電話交換手 １人 電話応対とパソコンを利用した事務(表計算、文書作成など)ができる人

④ 介護認定調査員
若干人 介護支援専門員または看護師資格を有する人
若干人 介護福祉士資格を有する人

⑤ 保健師・助産師・
　 看護師 若干人 保健師、助産師または看護師の資格を有する人

⑥ 理学療法士 １人 理学療法士資格を有する人
⑦ 手話通訳士 １人 手話通訳士または手話通訳の資格を有する人
⑧ 消費生活相談員 １人 消費生活に関する資格を有する人(※2)
⑨ 保育士A 若干人 保育士資格を有する人（フルタイム勤務）
⑩ 保育士B 若干人 保育士資格を有する人（パートタイム勤務）
⑪ 学校用務員 若干人 学校内外の整備、給食準備の補助など

⑫ 学校支援員A
20人程度

小中学校で支援を必要とする児童生徒の学習活動などにおける支援
（１日６時間30分勤務）

⑬ 学校支援員B 小中学校で支援を必要とする児童生徒の学習活動などにおける支援
（１日４時間勤務）

⑭ 学校図書館司書 若干人 小中学校における図書管理業務。司書資格を有する人
⑮ 学校図書館事務員 若干人 小中学校における図書の貸し出し、整備など
⑯ スクール・サポート・
　 スタッフ 若干人 小中学校における印刷業務、教材制作、採点業務など

⑰ 調理場事務員 １人 共同調理場における学校給食に関する事務
⑱ 栄養士 １人 共同調理場における学校給食に関する栄養士事務。栄養士資格を有する人
⑲ 公民館主事 14人程度 パソコンを利用した事務(表計算、文書作成など)ができる人
⑳ 学芸員 １人 博物館学芸員資格を有する人

１．募集職種と人員など

※1 障害者手帳……身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
※2 消費生活に関する資格を有する人……消費生活相談員の資格を有する人、または平成28年４月１
　　 日施行の改正消費者安全法に基づき、消費生活相談員資格試験に合格したとみなされた人

５．受付期間　２月３日㈪～２月13日㈭
 (土日・祝日を除く、午前８時30分～午後５時15分)
６．募集要項・申込用紙
　総務課(市役所３階)または市民窓口課(市役所
１階)において交付。市ホームページからも取
得可。
※報酬額など詳しくは、募集要項をご覧ください。

申込み・問い合わせ
　〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地
　羽咋市 総務課 人事係（☎22-7161）
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税の申告､お忘れなく
２月17日月～３月16日月

問い合わせ
■七尾税務署
　（☎0767-52-3381）
■市税務課・課税係
　（☎22-7130）
■国税庁ホームページ
　（https://www.nta.go.jp）

　令和２年度 市県民税の申告受付を行います。申告の必要な人は忘れずに申告をしてください。
　申告は、市民税・県民税だけでなく、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定資
料となるほか、福祉、年金、児童手当などの受給手続きに必要な資料となる重要な手続きです。
　申告書の提出期限は令和２年３月16日㈪です。期限間近になると窓口が大変混雑しますので、必要な書
類は事前に準備して早めの申告をお願いします。

【市県民税申告相談の日程と会場】
〈常設会場〉（土･日･祝日を除く）

月　日 時　間 対象地区 会　場
２月17日㈪
　～３月16日㈪

  9:00～11:30
13:30～16:30 市内全地区 市役所２階

203会議室

〈巡回会場〉
月　日 時　間 対象地区 会　場
２月19日㈬ 13:30～16:00 上甘田地区 上甘田公民館
２月20日㈭ 13:30～16:00 一ノ宮地区 一ノ宮公民館
２月21日㈮ 13:30～16:00 神子原地区 邑知公民館神子原分館
２月26日㈬ 13:30～16:00 鹿島路地区 鹿島路公民館
２月27日㈭ 13:30～16:00 粟ノ保地区 粟ノ保公民館
３月 ３日㈫ 13:30～16:00 富永地区 富永公民館

３月 ５日㈭
 9:00～11:30 酒井町、四柳町、大町

余喜公民館
13:30～16:00 金丸出町、下曽祢町

３月10日㈫ 13:30～16:00 越路野地区 越路野公民館

３月11日㈬

 9:00～11:30 千代町、垣内田町、四町、上江町、
千田町、円井町、本江町

邑知公民館
13:30～16:00

飯山町、宇土野町、白瀬町、上白瀬
町、福水町、中川町、白石町、尾長町、
志々見町、菱分町、堀替新町

※羽咋、千里浜地区の人は、常設会場（市役所203会議室）で申告相談を受け付けています。

〈夜間申告〉
月　日 時　間 対象地区 会　場

２月28日㈮と
３月６日㈮の

２日間のみ
17:30～19:30 市内全地区 市役所２階

203会議室

申告と納税の期限
所得税および復興特別所得税　 令和２年３月16日㈪
消費税及び地方消費税　令和２年４月１日㈬
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税の申告

■税務署で申告相談が必要な人
市の申告相談では受付できません。市

１ 青色申告をしている人
２ 収入金額1,000万円以上の事業所得がある人
３ 土地や家屋を売った人
４ 配当、株式の譲渡や先物取引による所得また
　 は損失がある人

５ 住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
６ 相続等生命保険年金の支払いを受けた人
７ 雑損控除の申告をする人
８ 過去の年分の申告をする人　
９ 亡くなった人の確定申告をする人

七尾税務署の申告相談会場は２月17日㈪開設です。【受付時間：9:00～16:00】
還付申告などの簡易なものについては、申告期間内に限り市役所でも申告相談を受けることができます。
また、確定申告に必要な用紙は市税務課にも置いてあります。

■申告が必要な人（令和２年１月１日現在羽咋市に住んでいる人）

令和元年中に収入がありましたか

◆営業、農業、不動産などの所得がある
◆給与や年金以外の所得がある

年金を受給しましたか
◆老齢年金等の公的年金を受給・・・・・・①へ
◆働きながら公的年金を受給　　・・・・・①へ
◆遺族年金、障害年金などを受給・・・・・②へ
◆年金の受給はない(サラリーマン）・・・・③へ

◆給与を2ヶ所以上から受けている
◆給与の収入金額が2,000万円を超える

◆給与収入のみで、年末調整が済んでいる
◆給与支払報告書が勤務先から羽咋市に提出されている

扶養、医療費、社会保険料などの控除を受ける

公的年金収入が400万円以下

年金以外の所得がある

◆65歳未満で年金収入98万円以下
◆65歳以上で年金収入148万円以下

扶養、医療費、社会保険料などの控除を
受ける

申告が必要です

「収入なし」として市県民税の申告を
してください
⇒申告をしないと、次のような不都合が生じます
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料が正しく算定されない
・所得証明書の交付が受けられなくなる
※羽咋市内の家族の扶養になっている場合は
申告の必要はありませんが、市外の家族の扶
養になっている場合は申告が必要です。

※次の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、市県民税の申告をする必要があります。
　●給与所得者で、給与所得以外の所得金額が20万円以下の人 
　●公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人

申告が必要です

申告は不要です

いいえ

 ②

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

③

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

①

いいえ

はい

はい
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税の申告

◆申告に必要なもの
チェックリスト

□ 印鑑（認印）
□「マイナンバーカード」または「通知カード＋身元確認書類（運転免許証など）」の写し

□ 給与、公的年金などの源泉徴収票
　　※源泉徴収票を紛失した場合、給与の人は勤務先に、公的年金などは七尾年金事務所(☎0767-53-6511)
　　　 またはその他の支払機関に再発行を申し出ください。
□ 収支内訳書（営業・農業・不動産の収入がある人）
　　※事前に作成が必要です。作成がない場合受付しません。

□ 収入金額と必要経費のわかる帳簿、領収書、出荷証明書（農業所得がある人）
□ 保険満期の通知や個人年金の受取金通知など
　　※生命保険等の満期返戻金や個人年金等の支払いを受けた人は、郵便局や保険会社等から交付された通知書など
　　　 を持参ください。

□ 社会保険料（国民年金保険料など）の領収書や証明書など支払金額の分かるもの
□ 生命保険料、地震保険料の控除証明書
　　※保険会社などが発行する控除額の証明書を持参ください。
□ 医療費控除の明細書と医療費等の領収書、保険金などで補てんされる金額が分かるもの
　　※事前に「医療費控除の明細書」の作成が必要です。

   　 個人ごと、医療機関ごとに合計金額を記入してください。控除は令和元年中に支払ったものが対象です。
   　 1年間に支払った医療費（保険などから補てんされた分を差し引いた金額）の合計額が10万円または所得金額
   　 の５㌫を超えている場合に医療費控除の対象となります。
□ 障害者控除対象者認定書、障害者手帳など証明できるもの
□ 寄附金領収書
　　※一定の要件にあてはまる寄附を行った人が、寄附金控除の対象となります。

□ 口座番号がわかるもの（本人名義）

 確定申告書提出のため 

 所得確認のため 

 控除確認のため 

 還付を受けるため 

この機会にマイナンバーカードを作りませんか！

問い合わせ　市市民窓口課（☎22-5940）

　市県民税の申告会場で、マイナンバーカードの
申請受付を行います。無料で顔写真を撮影し、そ
の場で申請まで行うことができます。

実施場所　市県民税申告会場
　　　　　(巡回会場など)
持参するもの　本人確認書類
　　　　　　　　（運転免許証、健康保険証など)
　市市民窓口課⑥番窓口でも、同様に申請受付を
行っています。お気軽にご利用ください。

〈マイナンバーカードは持ち歩いても大丈夫！〉

大事な個人情報は
　　入っていません

「なりすまし」は
　　　　できません



５　操作手順
①マルチコピー機で「行
政サービス」

　を選択し、
　マイナンバー
　カードをセッ
　ト

②利用者証明用電子証
明書の暗証番号(数
字４ケタ)を入力

③欲しい証明書を
　選択

④マルチコピー機
に手数料を投入

⑤証明書が発行
される
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住民票などのコンビニ交付サービスが始まります
　２月１日から、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されている
マルチコピー機で各種証明書を取得することができます。夜間や休日でも取得できますので、大変便利
なサービスです。

１　取得できる証明書と手数料
証明書の種類 手数料 留意事項

住民票の写し 300円

・羽咋市に住民登録がある本人と同一世帯員の分。
・住民票コードが記載されたもの、履歴(住所・氏名など)が記載されたも
の、住民票の除票は取得できません（個人番号が記載されたものは取得
可能です)。

印鑑登録証明書 300円 ・羽咋市に印鑑登録をしている本人の分。

戸籍謄抄本 (※) 450円 ・羽咋市に本籍がある本人と同一戸籍内の人の分。
・最新の戸籍のみで、除籍・改製原戸籍は取得できません。

戸籍の附票の
写し (※) 300円 ・羽咋市に本籍がある本人と同一戸籍内の人の分。

・最新の附票のみで、除附票・改製原附票は取得できません。
※本籍が羽咋市にあり、住民登録が羽咋市にない人は、事前にマルチコピー機かパソコンでの利用者登録が
　必要です。登録完了には３～５日程度かかります。
　なお、本籍が羽咋市にない人は本籍地の市町村へお問合せください。

２　利用できる店舗

問い合わせ　市市民窓口課（☎22-5940）

・全国の主要なコンビニエンスストア
　（セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートなど）
・マルチコピー機設置のスーパーマーケット

３　利用可能時間
全日６:30～23:00まで
(店舗の営業時間内に限る、メンテナンス時間帯除く)

４　利用に必要なもの
マイナンバーカードと
４ケタの暗証番号(利用者証明用電子証明書)

６　お知らせ
　市市民窓口課では、マイナンバーカードの交付申請に必要な顔写真を無料で撮影し、申請のお手伝い
をしております。申請方法が分からない人など、ぜひご利用ください。
①本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
②通知カードと一緒に送付された交付申請書(お持ちの方)をお持ちください。

Q＆A
Q1 証明書の交換や手数料の返金はできますか？
A1.コンビニ交付で取得した証明書は、交換や手
数料の返金ができません。取得の際には画面
操作にご注意ください。

Q2 暗証番号を忘れてしまったが、どうすればよ
　　いですか？
A2.暗証番号の再設定が必要です。ご本人がマイ

ナンバーカードと本人確認書類をもって市市
民窓口課までお越しください。暗証番号を３
回間違えてロックがかかった場合も同様です。
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市民健診　－受診状況をお知らせ－
１ 特定健診の受診状況

＊印はＲ元年11月末時点の受診者
数です。

　今後、人間ドックなどの受診者
数も加わるので、上記人数より
増加する見込みです。

２ 特定健診の受診率60％達成のために
　羽咋市では、特定健診の受診率向上に
取り組んでいます。受診率は年々向上し
ていますが、国から定められた達成目標
の60％には至っていません。
　特定健診を受診しない場合、職場など
の健診や人間ドック、通院先で行った血
液検査の結果を提供していただけると、
特定健診の受診率に反映することができ
ます。

　以下の項目に全て当てはまる人は、ぜひ結果をご提供いた
だき、受診率向上にご協力をお願いします。

□羽咋市国民健康保険に加入している人
□40～74歳の人
□今年度の市の健診・人間ドックを受診していない人
□今年度、市以外での健診や人間ドックを受診した、 
　もしくは病院で血液検査・尿検査を実施した人

（　）内はＨ30年度受診者数
健診の種類 受診者数

特定健診
(40～74歳の
　国保加入者）

＊1,911人
（2,054人）

後期高齢者健診 1,075人
（1,079人）

0.0％
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30.0％

40.0％
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石川県
羽咋市

Ｈ30

46.2％
52.9％

Ｈ29Ｈ28

45.7％
51.7％

45.1％
49.6％

Ｈ27Ｈ26Ｈ25Ｈ24Ｈ23Ｈ22Ｈ21Ｈ20

石川県
羽咋市

44.8％43.3％42.4％41.3％39.9％37.1％36.3％32.2％
49.3％46.5％44.4％44.7％41.8％33.2％33.9％37.9％

(年度）

目標値 特定健診（40～74歳国保加入者）受診率の推移

３　がん検診の受診状況
（　）内はＨ30年度受診者数

健診の種類 受診者数

肺がん(結核)検診 　1,468人(1,317人)

胃バリウム検査  458人(　465人)

大腸がん検診　 ＊1,387人(1,578人)

子宮がん検診　 ＊ 904人(　963人)

乳がん検診　 ＊1,027人(1,021人)

＊印はR元年11月末時点の受診者数

　がん検診受診率は、子宮がん、乳がんの女性がん検診や肺がんは増加傾向にありますが、胃がん、大腸
がんに関しては減少傾向です。
　羽咋市では、市民の皆さんはがん検診を毎年受けることができます。不定期で検診を受診している人や、
まだ検診を受けたことがない人は、一年に一度、定期的にがん検診を受診することをおすすめします。
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Ｈ30
Ｈ29
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羽咋市がん検診受診率の推移

乳がん子宮がん大腸がん胃がん肺がん
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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）

　５月に全世帯に配布する健診案内冊子の広告主を募集します。
皆さんの会社やお店を宣伝するよい機会です。ぜひ、ご活用ください。

※「有料広告掲載申し込み書」と広告案を添付し、羽咋すこやかセンター内健康推進係まで提出してください。

５　広告主を募集します

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）

クラス名 フレッシュママクラス
対象 産婦と乳児（生後４カ月頃まで）
月日 ２月20日㈭
時間 10:00～11:45（受付９:45～）　
場所 羽咋すこやかセンター ２階　和室

内容
・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　

持ち物 母子健康手帳、お子様のお世話グッズ、
飲み物

申込期限 ２月18日㈫

0.0％

5.0％

10.0％

15.0％

20.0％

25.0％
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羽咋郡市内での受診率の比較（H30年度）
■羽咋市　■宝達志水町　■志賀町
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19.6
22.7

7.0

19.5

15.9

20.3

24.5
26.4

20.4
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18.0 19.4
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フレッシュママクラスのご案内

　がん検診は、自分の健康状態を知る大切な機会
となります。しかし、羽咋郡市内で比較すると、
羽咋市の受診率はかなり低いことが分かります。
　市民健診では、比較的安価でがん検診を受ける
ことができますので､ぜひ、市民健診の機会を生か
して、ご自身の健康状態を確認しましょう。
　なお、市民健診は令和２年６月から始まります。

４　羽咋郡市内のがん検診受診率の比較（Ｈ30年度）

要予約

産後ママを対象に左記クラスを開催します。
産後のリフレッシュ、ママ友づくりに参加し
てみませんか。お気軽にご参加ください。

掲載場所　健診案内冊子の一部箇所(全世帯、健診協力医療機関へ配布）
規格･枠数　１枠　縦6㌢×横12㌢　　全２枠
掲 載 料　１枠　　16,500円
募集期間　令和２年２月１日～同年２月28日
掲載開始　令和２年５月上旬に全戸配布（約8,300世帯）
その他　①詳細は市ホームページをご覧ください。
　　　　②２枠以上の申込みがあった場合は、抽選で決定します。
　　　　③広告の原稿は各自で作成していただきます。
　　　　④広告掲載料は、前納していただきます。

広告欄
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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９月生)
　２月５日㈬　12：45～
●１歳６カ月児健診(平成30年７月生)
　２月６日㈭　12：45～
●４カ月児健診(令和元年10月生)
　２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

☆育児相談　２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。

☆お誕生会　２月19日㈬
　午前10時30分～11時30分

☆お楽しみデー　２月26日㈬
　午前10時30分～11時30分
　担当：ゆりかご保育園

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
２月 ３日㈪ いっしょにあそぼう！豆まき 邑知保育園

４日㈫ 雪あそびごっこを楽しもう！！　 こすもす保育園

　✿大きくなったね(身体計測)
５日㈬ ひな飾りを作ろう　 西北台保育所
７日㈮ 鬼は～外！福は～内！ とき保育園
７日㈮ おはなしを楽しもう　 羽咋白百合幼稚園
13日㈭ 保育所のお友達と遊ぼう！ 千里浜保育所
14日㈮ ゲームをしよう 羽咋白百合幼稚園
　17日㈪ いっしょにあそぼう！　 邑知保育園
　18日㈫ ★地球にやさしいECOおもちゃを作ろう!! こすもす保育園
　19日㈬ 風船で遊ぼう　 西北台保育所
25日㈫ ひなかざりを作ろう こすもす保育園
　27日㈭ おひなさまを作ろう 千里浜保育所
28日㈮ ひな人形を作ろう とき保育園
　28日㈮ ひな人形を作ろう　 羽咋白百合幼稚園

こすもす保育園親子育児講座
２月18日㈫午前10時～11時

　「地球にやさしい
　　ECOおもちゃを作ろう！！」
講師　こすもす保育園
　　　保育士　菊田 智加子 さん

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中です。
　工事期間は、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。
　　　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
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新着図書のご案内

本意に非ず(上田秀人)星と龍
(葉室麟)人面瘡探偵(中山七
里)暗約領域(大沢在昌)歩道
橋シネマ(恩田陸)せき越えぬ
(西條奈加)荒城に白百合あり
て(須賀しのぶ)サイレント•
ブルー(樋口明雄)中央駅(キ
ム•ヘジン)11月に去りし者
(ルー•バーニー)これからの
図書館(谷一文子)真実の引き
寄せの法則(錦織新)「悟り体
験」を読む(大竹晋)明智光秀
の生涯(諏訪勝則)反日種族主

義(李栄薫)宇宙から帰ってき
た日本人(稲泉連)お家で作る
至福の中国料理(黒田弘)グレ
タたったひとりのストライキ
(マレーナ•エルンマン)クラ
シック名曲の条件(諸井誠)ム
ハンマドのことば(小杉泰)

キセキのスパゲッティー(山
本省三)図書館からの冒険(岡
田淳)あたまをつかった小さ
なおばあさんがんばる(ホー
プ•ニューウェル)火狩りの王
3(日向理恵子)レディオワン
(斉藤倫)へんてこテーマソン

グ(最上一平)となりのアブダ
ラくん(黒川裕子)どうなる?
これからのお金図鑑(荻原博
子)ふゆとみずのまほうこお
り(片平孝)空に向かって走れ!
(小手鞠るい)食虫植物のわな
(木谷美咲)世界の妖怪&モン
スター超百科(宮本幸枝)恋っ
て何ですか?(蒼井ブルーほか)
ノラネコぐんだんカレーライ
ス(工藤ノリコ)おとうさんの
こわいはなし(かとうまふみ)
あいうえあそぼうとしょかん
で(草谷桂子)せかいのくにで
おめでとう!(野村たかあき)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時

■２月の休館日
４日㈫、12日㈬～19日㈬、 25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 ・
スイーツ革命 ふたご

「アイスクリン強し」
畠中恵/著　　講談社

「てぶくろがいっぱい」
フローレンス・スロボドキン/著　偕成社

　ビスキット、チヨコレイト、シユウ
クリーム・・・南蛮菓子から西洋菓子
へと呼び名が変わりゆく、明治の築地
居留地で、念願の西洋菓子店・風琴屋
を開くことになった真次郎が繰り広げ
る、スイーツ文明開化騒動記。

　双子のネッドとドニーは同じ赤い手
袋を持っていました。ドニーが片方な
くしたのをきっかけに、「赤い手袋」が
次々と届けられました。その手袋を持
ち主に返すために、ネッドが考えた事
とは・・・。温かみのあるやさしい絵は、
作者の夫ルイスが描いています。

強 ぶ が ぱ

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　２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　２月21日㈮
　　　午前11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

＜特別整理休館のお知らせ＞
２月12日㈬から２月19日㈬まで、
蔵書点検と整理のためお休みします。
ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
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392

遠きにありて思うもの
　「ふるさとは遠きにありて思うも
の··· 久しぶりの故郷の風はどうや
いね？」随分前、大学生のころだっ
たでしょうか。帰省中に酒井町の
かっぱ寿司で同級生の中村康貴君と
飲んでいたとき、美味しい魚とお酒
に饒舌になった（普段から饒舌なの
ですが）彼がかけてくれた言葉です。
　郷土の詩人、室生犀星の詩の一節
であるこの言葉、この時から僕の胸
に深く残り今でもふとした時に浮か
んでくることがあります。
　僕は今栃木県で歯科医をしていま
す。羽咋に18年、その後新潟に６年、
そして栃木に来て19年目になりま
す。ついに羽咋を超えて栃木が人
生の最長の居住地となりました。北
陸新幹線もできて犀星のころよりは

ずっと距離は近くなったのでしょう
が、それでも帰省するのに５時間程
かかります。栃木は気候や環境が羽
咋と随分違うせいか、実際の距離よ
りも遠く感じます。環境の違いを最
も感じるのは何と言っても海が無い
ことです。栃木で海に行く、と言う
と車で２時間程かけて茨城県の大洗
あたりの海水浴場に行くことになり
ます。一日掛かりの一大イベントに
なるので、夏は近所のプールに行く
のが専らです。羽咋にいたときのよ
うに気軽に千里浜に行く感覚とは随
分違います。年に３回ほど帰省しま
すが、帰ると僕は必ず千里浜に行き
ます。海原を眺め波の音を聴き、そ
して海水を一舐めします。特に正月
に帰省したときに行く人気のない真

冬の千里浜は最高。舞い散る雪に
押し寄せる荒波。これぞ日本海！
ゴォーッと胸の奥に響き渡る波音に
圧倒されつつも、どこかで「よう帰っ
てきた！」なんて言われているよう
な気がします。この雄大な景色と音、
しょっぱさを胸に栃木へと戻るわけ
ですが、時々無性に恋しくなります。
羽咋にいたころはそんなにも思わな
かったんですけどね。
　離れていろいろ分かりました。海
の雄大さ、友の優しさ、実家の家族
や親類、地域の方々のありがたさ。
かけがえのない人たちや環境に囲ま
れて生きていたのだなと。誇れる故
郷、羽咋。次帰れる日を心待ちにし
ています。

Hi!
It's February, maybe the most 
misspelled month of the year! 
Many young children in the UK 
have trouble writing this word 
because we often don't say 
the fi rst “r”. So, it sounds like 
“febury”. February 11th is Culture 
Day in Japan. If you ask someone 
what Japanese culture is, they 
may talk about Japan's history, 
of Emperors, samurai, geisha, 
and ninja.They may talk about 
tea ceremonies, temples, art, 
and traditional music. But culture 
is always evolving. Recently, 
Japanese things such as manga, 
anime, J-pop music, and video 
games have become very popular, 
not only in Japan, but in many 
countries. So, if you ask another 
person what Japanese culture is, 
you may receive a very diff erent 
answer. Each person has their 
own idea of culture. Let's take the 
time to appreciate the positivity 
that these things given people 
and think about what “culture” 
means to you.

　こんにちは。
　２月になりました。おそらく、一
番スペルミスの多い月だと思います。
イギリスでは、Februaryという単語
を書くのに苦労する子どもが多いで
す。最初の「ｒ」を発音しないこと
がしばしばあるためで、「フェビュリ
ー」のように聞こえます。
　さて、２月11日は、日本の文化勲
章制定記念日です。日本の文化とは
何かと尋ねたら、ある人は皇室、侍、
芸者、忍者といった日本の歴史につ
いて話すかもしれません。またある
人は、茶道、寺院、芸術、伝統音楽
について話すかもしれません。
　しかし、文化というものは常に進
化し続けています。最近では、マン
ガやアニメ、J-pop、テレビゲーム
などの日本のものが、日本だけでな
く多くの国でも人気を博しています。
なので、別の人に同じ質問をしたら、
まったく違う答えが返ってくるかも
しれません。
　文化に対する考え方は三者三様で
す。それが人々に与えるプラス作用
に感謝し、あなたにとって｢文化」が
何を意味するかを考えてみましょう。

杉浦　一明さん(43歳）
（円井町出身・
　　栃木県在住)
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球知足"としました。これは、「欲を持
って生きるのではなく、身の回りのも
ので足りていることを知り、心豊か
に生きなさい」という意味の‶吾唯足
知(吾

わ

れ唯
た

だ足るを知る)"をベースに、
“自給自足”の言葉の響きをアレンジ
したもので、「地球には必要な物は全
て足りているということを知る。そん
な農業や生き方を実現していきたい」
という思いが込められています。
清水さんはこの屋号を用いて、ブロ
グやSNSで発酵レシピの紹介や、畑
であったできごとを発信しています。
　「生産者と消費者の距離が離れてい
る‶生産と消費の分離"が問題とされ
ている中で、一消費者だった自分が
生産側に回ったことで、消費者視点
にも立った発信をしたい」と清水さ
んは話します。
　苦労していることはなにかと尋ね
ると、「羽咋に来てからの２年間、“こ
れまでに経験したことがない天候”
ばかりで、“例年どおり"を経験して

　清水さんは、羽咋市の地域おこし
協力隊として自然栽培を担当してい
ます。羽咋市に来る前は、東京都で
調理師や運送業として働いていまし
た。
　転職のきっかけとなったのは、東
日本大震災でした。震災の影響で東
京でも一時的に物流が止まり、小売
店から水や食材が消えてしまったこ
とで、サラリーマンとして働く意味に
疑問を持つとともに、モノを生み出
す一次産業に興味を持ったそうです。
　農業について調べていく中で、“奇
跡のリンゴ"で知られる木村秋則さん
の自然栽培に行きつき、そこから羽
咋市のことも知ったとのことでした。
　清水さんは、転職の検討を始めて
から羽咋市に引っ越してくるまでの
３年間、家族とともに暮らすため、何
度も足を運び慎重に下調べし、約２
年前に空き家情報バンクを活用して
移住に至りました。
　清水さんは農家としての屋号を‶地

いないことが不安」と語ります。また、
うれしかったことはなにかと尋ねる
と、「震災以降、東京では夫婦で味噌
づくり体験を開催してきたが、自然
栽培の大豆を外部から調達していた。
今、自分が生産者となったことによ
って、自分で作った大豆で同様の体
験を開催できるのがうれしい」と話
してくれました。
　そんな清水さん思いが詰まった自
然栽培普及の取り組みのひとつ、羽
咋市での“自然栽培大豆で味噌づく
り”が、２月行われます。
　すでに多くの反響があり定員に達
する勢いです
が、興味のあ
る方は、農林
水 産 課（ ☎
22 -1116）
までお問い合
わせください。

　藤岡市では、文化・教育面の交
流を目的として、カナダ・リジャ
イナ市と平成３年から中学生相互
交流事業としてホームステイ団の
受け入れと派遣を各年で行ってき
ました。昨年、８月３日に更なる
市民主体での交流を図るため、藤
岡、リジャイナ両市長によりフレ
ンドシップ協定を結びました。
　その交流の第１弾として、令和
２年１月７日に「絵本を通じた国
際交流」が行われました。

　藤岡市とリジャイナ市
の市民団体が主体となり、

互いの国の絵本を贈り合い、活字
での文化交流を深めるとともに、
絵本の読み聞かせなどを通じて国
際感覚の醸成に寄与することを目
的としています。
　当日はプロジェクトの両市代表
が相互に絵本を手渡し、絵本の読
み聞かせを行いました。この絵本
は、本の寄付や新書購入資金とし
ての寄付金によって寄贈され、市
内の協賛店舗などで自由に、気軽
に手に取ることができます。

　今後もかけ橋プロジェクトでは
寄贈絵本の読み聞かせ会などを行
う予定です。
　これからさまざまな分野で市民
主体の交流により、両市にとって
更なる文化の向上や絆が深まるこ
とが期待されます。

カナダ・リジャイナ市との
 かけ橋プロジェクト

～絵本を通じた国際交流～

清水　研吾さん
(42歳､飯山町)新天地で“地

ち

球
きゅう

知
ち

足
そく

”の生活を
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消防本部からのお知らせ お問い合わせ先
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部
予防課（☎22-0089、FAX 22-5319）

　　

羽咋消防署からのお知らせ お問い合わせ先
羽咋消防署　予防係（☎22-0089）

ガソリンの詰替え販売におけるガソリンの詰替え販売における
　　　　本人確認などが義務化!!　　　　本人確認などが義務化!!
　令和元年７月に発生した京都府京都市伏見区の爆発
火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソ
リンスタンドでは、ガソリンを携行缶で購入される人
に対して、「本人確認」、「使用目的の確認」を行うと
ともに、「販売記録の作成」を行うことが２月１日か
ら義務となります。

　○本人確認について
　運転免許証、マイナンバーカー
ド、パスポートなど、公的機関が
発行する写真付きの証明書

　○使用目的の確認について
　「農業機械器具用の燃料」、「発
電機用の燃料」などの具体的な内
容の確認が必要です。

令和元年火災件数は３件！令和元年火災件数は３件！
　令和元年の市内火災件数は３件でした。これは平成28年に記録した過去最少件数と同様の記録で
す。一昨年は７件で、比べると４件減少しています。これは市民の皆さま一人ひとりの防火意識が高
まってきたものと確信しています。今年も防火意識を高めて火災０件を目指しましょう。

３月20日(金･祝) ～３月27日(金)
　火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防意識の一層の普及を図ることで、火災の発生
を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とし
て、毎年この時期に実施しているものです。

火の用心の７つのポイント
1 家の周りに燃えやすい物を置かない。
2 寝たばこやたばこのポイ捨てはしない。
3 ガスコンロ使用時はその場を離れない。
4 野焼きはしない（一部例外を除く）。
5 火遊びはしない。
6 たこ足配線はしない。
7 暖房器具の近くに物を置かない。

令和元年度「全国統一防火標語」
ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心

春の火災予防運動を実施します！春の火災予防運動を実施します！
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‶障害者控除対象者認定書"で税控除
　身体障害者手帳などを持たない人でも、所得税や市県民税の申告において“障害者控除対象者認定書”
により本人または扶養者が障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
　対象は介護認定を受けている65歳以上で、身体の障がいまたは認知症の状態が障がい者に準ずる程
度の人や常に寝たきりの状態にある人です。
　令和元年12月31日現在で介護認定を受けており、障害者控除の対象となる人へ“認定書”を送付し
ます。ただし、年の中途で亡くなられた人の認定書が必要な場合は、下記までご連絡ください。
　なお、すでに身体障害者手帳などで税控除を受けている人は、該当になりません。

“認定書"は対象者へ直接送付します

●認定区分と身体状況の目安
区分 日常生活自立度判定基準 ※

障害者控除認定 身体障害者(３級～６級)に準ずるもの 
知的障害者(中度・軽度)に準ずるもの

寝たきり度＝Aランク 
認知症の度合い＝Ⅱランク　

特別障害者控除認定 身体障害者(１級・２級)に準ずるもの 
知的障害者(重度)に準ずるもの

寝たきり度＝B、Cランク 
認知症の度合い＝Ⅲ、Ⅳ、Mランク

※要介護認定者で、主治医意見書に記載されている「日常生活における自立度」

問い合わせ　認定の申請・判定：市地域包括ケア推進室・介護高齢者係（☎22‒5314）
税の控除・申告相談：市税務課・課税係（☎22‒7130）　　

　　　　　　

　　　

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

～キャッシュカードをだまし取る特殊詐欺に注意！～
羽咋警察署、羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

　県内で、キャッシュカードをだまし取られ、その後、お金を引き出される被害が発生しました。犯人
は、公的な機関などを名乗っていたものですが、被害にあわないように注意してください。

電話でお金やキャッシュカードの話をされたら、詐欺を疑い、家族や警察に相談しましょう。

被害例：ＪＲ駅職員を名乗る男から「あなた名義のカードを使って、新幹線の切符が10枚以上買わ
れている。キャッシュカードを交換する必要がある」などと電話があり、その後、訪ねてき
た男にキャッシュカードを渡し、現金を引き出されました。

◎ キャッシュカードは他人に渡さない！
◎ 暗証番号を教えない！
◎ 電話でのお金の話は詐欺！



18　広報はくい No.812 2020年２月

●市役所の連絡先
（代表：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）

　入門太極拳を習って、“体に効く”
を体感してみませんか！
日時　３月３日㈫から３月31日㈫
　　　までの毎週火曜日19:30～21:00
場所　千里浜公民館 ホール
受講料　無料
（ただし、保険料・会場費として
 500円を初日に集めます）
持ち物　内履き（底の薄いもの）、
　　　　お茶か水
申込締切　2月28日㈮
問・　　千里浜公民館(☎22-0148)

　放送大学はテレビ、ラジオ、イン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。
　心理学・教育・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、幅広い
分野を学べます。
出願期間（第１学期：４月入学）
　第１回：２月29日㈯まで
　第２回：３月17日㈫まで
資料を無料で送付しますので、お気
軽に放送大学石川学習センター（☎
076-246-4029）にご請求ください。
※放送大学ホームページでも出願を
受け付けています。

日時　２月22日㈯13:30～15:30
場所　コスモアイル羽咋　ロトンダ
講師　若年性認知症の人と家族の会
　　　てるてるカフェ
　　　代表　木越トヨ子 氏　ほか３人
テーマ　「認知症になった私があな
たに伝えたいこと」
対象　どなたでも
※動きやすい服装でご参加ください。
参加費　無料
主催　市教育委員会
　　　市各種女性団体連絡協議会
問　市生涯学習課（☎22-9331）

　管弦楽団‶オルビスNOTO"の演
奏会が行われます。
日時　２月29日㈯
　　　10:00～11:30(９:30受付開始)
場所　羽咋すこやかセンター
　　　３階ホール
入場料　無料
※健康友の会会員のオカリナとのコ
ラボ演奏もあります。
問　健康友の会能登中部ブロック
　　（☎22-5731）

日時　２月29日㈯　14:00～
作品　『ケロリンピック』（約87分）
場所　コスモアイル羽咋　小ホール
参加費　無料　　申込　不要
問　図書館（☎22-9777）

広　告　欄

　羽咋の獅子舞の天狗を展示し、獅
子舞文化を紹介します。
期間　２月１日㈯～３月１日㈰
　　　9:00～17:00(入館は16:30まで)
会場・問　歴史民俗資料館
　　　　　(☎22-5998)

日時　２月９日㈰
　　　開演13:00 （開場12:30）
場所　コスモアイル羽咋 小ホール
問　羽咋サウンドカンパニー
　　代表　坂室英仁
　　（☎090-3762-8942）

ふれあいコンサート“2020”
日時　２月24日(月･振）
　　　13:30～16:00ごろ(開場12:30)
場所　本多の森ホール(金沢市石引)
内容　吹奏楽ステージ（オリジナル
曲、クラシック曲、ポピュラー曲）、
マーチングステージ（フラッグ演技、
ドリル演奏）
入場料　無料
問　石川県警察本部
　　広報室
　　(☎076-225-0110)

図書館映画上映会

「太極拳体験」５回講習会令和元年度羽咋市女性学習会

放送大学が４月生を募集

申

歴史民俗資料館 企画展
「THE TENGU(天狗）　　
－能登･羽咋の天狗を考える－」

羽咋サウンドカンパニー
チャリティー音楽祭

第29回石川県警察音楽隊
定期演奏会

2020 SPRING CONCERT
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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
環境安全課　　　　　　　22-7137
商工観光課　　　　　　　22-1118
がんばる羽咋創生推進室　22-7192

６次産業創生室　22-5941
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

　仕事などで平日に来庁できない人
や納付できない人のため、日曜日に
納税についての相談や納付を受け付
けます。
　相談などを希望する人は、市役所
西側玄関(通用口)から入り、日直者
へ申し出てください。
日時　２月23日㈰８:30～12:00
場所　羽咋市役所税務課
問　市税務課・収納係(☎22-1113)

納期限　３月２日㈪
市県民税　　　　随１期
固定資産税　　　　４期
国民健康保険税　　８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)

～「新しい分野に進みたい」「今までの技術をスキルアップしたい」
あなたが目指す就職のために～

　“ハロートレーニング”は、職業スキルや知識などを習得できる公的
制度で、求職者を対象に再就職の実現に必要な訓練を行うものです。

公共職業訓練（雇用保険を受給している求職者が対象）
　｢ポリテクセンター石川｣や｢石川県立産業技術専門校｣などの施設内で
行う訓練と民間の訓練実施機関に委託して実施する訓練があります。

　※ハローワークでの雇用保険受給手続き後、早期に受講を開始すると、
　　さまざまなメリットの対象となる場合があります。
求職者支援訓練（雇用保険を受給できない求職者が対象）
　民間の訓練実施機関が実施する訓練で、基本的能力習得のための「基
礎コース」と実践的能力取得のための「実践コース」があります。

　※一定の要件を満たすと、職業訓練受講給付金が支給されます。
内容　事務系、ＩＴ、建設、介護、製造など
期間も短期から長期までさまざまなコースあり
受講料　基本無料（一部自己負担あり）

特に４月からの入校をお考えの人はお早めに
ご相談を！

“ハロートレーニング”を活用して希望の就職を目指しませんか？

お問い合わせ　ハローワーク羽咋(☎22-1241)

　「邑知の郷公園」の中にある市民農園（貸し農園）の利用者を募集します。

市民農園利用者を募集

問い合わせ・申込み　市農林水産課・耕地整備係（☎22-1116）

今月の納税

日曜納税相談・納付を受付

農園場所　邑知の郷公園内（中川町）
利用期間　令和２年４月１日～令和３年３月31日
　　　　　（原則１年間、更新可能）
募集区画　一部空き区画（全体60区画）
　　　　　（申し込み多数の場合は、抽選により決定）
区画面積　１区画40㎡（５ｍ×８ｍ）

利用料金　１区画につき1,000円/年
対 象 者　羽咋市に住所があり､野菜づくりに興味の
　　　　　ある人
施設内容　用水は井戸水で、いつでも使用できます
　　　　　（園内にトイレ・駐車場があります）
申込期限　３月13日㈮

ハローワーク羽咋からのお知らせ
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●市役所の連絡先
（代表：22-1111）

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

企画財政課　　　22-7162
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

対象　羽咋市民
日時　２月17日㈪、３月17日㈫
　　　各日13:30～15:30
　　　（おひとり30分間まで）
場所　羽咋すこやかセンター　
内容　弁護士による個別相談
費用　無料　　　
予約　前日までに予約をお願いします。
問・　　市健康福祉課・健康推進係
（羽咋すこやかセンター内☎22-1115）

申

広　告　欄

■人口　21,314人(－50人)
　□男性　10,106人(－33人)
　□女性　11,208人(－17人)
■世帯数　8,535世帯(－２世帯)
＊令和２年１月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【12月中の人口動態】
　□出生　　　      6人　
　□死亡　　　    32人
　□転入など　    31人
　□転出など　    55人

人口の動き

問い合わせ　市生涯学習課・スポーツ推進係（☎22‒3312）

　スポーツ安全保険は、スポーツ・文化・ボランティア活動などを行
う４人以上のグループを対象として、遠征時などの往復途上も含めた
活動中の傷害事故や賠償責任を負う事故を補償する保険です。
※４月１日以降の申し込みは、加入手続きの翌日から有効。

【加入区分・掛金】

スポーツ安全保険に入りませんか

１　子ども（中学生以下）
　 ・団体活動全般
　　（団体活動のみ）  800円
　　（個人練習含む） 1,450円
２　大人（高校生以上）
　・文化活動など 800円
　・スポーツ活動・指導
　　65歳未満 1,850円
　　65歳以上 1,200円

３　全年齢
　・危険度の高いスポーツ活動
 11,000円
【対象となる事故】
　・グループ活動中の事故
　・往復途上の事故
受付期間　2020年３月２日～
　　　　　2021年３月30日
保険期間　2020年４月１日～
　　　　　2021年３月31日

す。
。

石川県の最低賃金が改正
　石川県の地域別最低賃金が、
令和元年10月２日から、時間
額832円に改正されています。
　また、石川県内の特定（産業
別）最低賃金（一定の業種につ
いて適用される最低賃金）は、
令和元年12月31日から次のと
おり改正されました。

主要な適用業種 時間額
機械器具製造業 920円
石川県自動車・同附属品製造業 920円
電気機械器具製造業 868円
百貨店、総合スーパー 860円

問　石川労働局労働基準部賃金室
　　（☎076-265-4425）

工事の発注状況
（１千万円以上)12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。

多重債務などに関する
無料法律相談を開催します
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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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　10月から１月分の児童手当が２
月12日㈬に指定された金融機関口
座に振り込まれます。支払通知書は
送付しませんので、通帳の記帳でご
確認ください。児童一人当たりの月
額は次のとおりです。

 【所得制限未満の人】
 ・３歳未満(一律)・・・15,000円
 ・３歳～小学生　・・・10,000円
　（第３子以降は15,000円）
 ・中学生(一律)　・・・10,000円
 【所得制限超えの人】
 年齢区分に関係なく・・・5,000円
問　市市民窓口課・国保年金医療係
　　（☎22-7194）

　　　　　　　

市
長
か
ら
の
手
紙

羽咋市の将来像を決める諸計画の策定•推進
　今年の前半は、羽咋市の将来
像を決める諸計画作りに全力投
球することになります。
　第６次羽咋市総合計画（中間
まとめ）を筆頭に、第２期が
んばる羽咋創生総合戦略、第７
次羽咋市行財政改革大綱、第２
期羽咋市子ども・子育て支援事
業計画、羽咋駅周辺整備基本計
画、羽咋川・子浦川洪水避難地
図、羽咋市立地適正化計画、羽
咋市新水道ビジョン、羽咋市強
靭化地域計画、公共施設個別施
設計画です。

　いずれも今後の羽咋市の発展
や市民福祉の向上に欠かせない
大切な計画ばかりです。
　この中でも特に重要と考えて
いるのが、第２期がんばる羽咋
創生総合戦略で、重点的に取り
組む必要があるのが、移住・定
住施策の促進、若者の結婚・出
産・子育て支援の強化、安全・
安心なまちづくりの３点である
と考えています。
　１期目のがんばる羽咋創生総
合戦略をしっかりと検証して、
２期目につなげてまいります。

また、各計画については市民の
皆さまの建設的なパブリックコ
メントを賜りたいと思っており
ます。
　あたたかいご支援・ご協力を
よろしくお願いいたします。　
 （１月７日）

羽咋市長　山辺芳宣

児童手当 ２月12日が支給日
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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
体操や趣味や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＞
【おっちゃ家】　　　
　毎週日曜日10:00～13:00　千里浜町冨山さん宅
　平成22年７月に開設し９年が経ちました。訪問した日は、
ボランティアグループによる歌や踊りの観賞会が行われ、奥の
座敷では男性陣が囲碁をされていました。台所では料理担当の
二人が手際よく大人数の食事を準備し、元パン職人の男性が毎
週焼きたてのパンをふるまってくれます。参加者の一人は畳に
座るのが都合悪く休みがちになっていましたが、牛乳パックで
作った椅子が準備され、また参加できるようになりました。共
通の話題は、“えらぶゆり”。参加者それぞれが球根から育てて
おり、芽が出た、花が咲いたと毎回盛り上がります。

【千里浜寄らんかいね】
　第２・４水曜日10:00～12:00　千里浜町松山さん宅　
　松山さんのご厚意で場所を借りて始まった「寄らんかいね」
も９年経ちました。声を掛け合い集まった参加者同士で、会費
集めやお茶菓子の準備などの自主的な運営を行っています。参
加者のほとんどが一人暮らしの人で、「ここへ来て、おしゃべ
りして大笑いして過ごすのが楽しみ」と話します。リンゴ狩り
や花見などのイベントや、外食やお弁当などのお楽しみ企画も
あります。訪問した日は歯科衛生士による歯と口のお話をとて
も関心を持って聞いており、「これからは習った口の体操をみ
んなでしよう」と約束されていました。

～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～
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）

　　

　市では毎月、食事や栄養のワンポイントと有酸素運動の実技を取り入れた教室を開催し、健診結果の
改善や生活習慣病予防のサポートをしています。
　健診結果を改善したい人、運動習慣を身につけたい人はぜひお申込みください。

２月～３月 栄養・運動教室のご案内

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

開催日　２月19日㈬、３月18日㈬　　
時　間　14:00～15:30（受付：13:30～）
会　場　羽咋すこやかセンター３階ホール
参加費　１回100円
　　　　参加費の他に、運動グッズ代が必要に
　　　　なる場合があります
持ち物　参加費、飲み物、タオル、マット（お持

ちの方はご持参ください）　
　　　　運動しやすい服装でお越しください。
講　師　健康運動指導士　元橋美津子氏

内　容　①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
　　　　②身体をほぐす運動
　　　　③音楽に合わせて楽しく有酸素運動
　　　　④筋肉づくりの運動
※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、お申込み
　ください。
申込締切　開催日の前日
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問い合わせ　市地域包括ケア推進室（☎22-0202）

第２層生活支援協議体の勉強会を開催しました
　12月４日、コスモアイル羽咋で、市内で立ち上がった３つの第
２層生活支援協議体を対象に、公益財団法人さわやか福祉財団（東
京都）の高橋望氏を講師に招き勉強会を開催しました。
　講義で第２層協議体の役割について再確認した後、各協議体の活
動状況が報告されました。３カ所の活動に対し、講師から、「どの
協議体も活動を進めているからこそ課題が生まれ、その解決策を創
ろうと前進している」と評価されました。また、現在協議体が抱え
ている課題に対し丁寧な助言があり、今後の活動に生かされます。
　各協議体は月１回の定例会を開催し、地域の困りごとに対し、ど
んな支援があったらよいかを協議しています。これにより、“宇賀
寄りあい処わらく”（千里浜地区）、“喫茶愛

あいあい

会”（柴垣町）、“カフェ
お月あい”（一ノ宮地区）の3カ所の通いの場が誕生し、今後は家
事支援やちょっとした困りごとなどの生活支援に取り組んでいきま
す。

〈勉強会に参加した第２層生活支援協議体〉

一
いち

ノ
の

宮
みや

ささえ愛
あいたい

隊（一ノ宮地区、平成30年11月設立）
柴
しばがき

垣で愛
あいあいたい

会隊（柴垣町、平成30年12月設立）
スマイル千

せんり

里（千里浜地区、平成31年３月設立）

鹿島路地区と越路野地区のみなさまへ
『３月７日㈯ いきいきライフ栄養講座(糖尿病編)』を開催します
　鹿島路地区と越路野地区は、市内の他地区に比べ、総医療費に占める糖尿病の割合が多い傾向があり
ます。
　このため、糖尿病の正しい知識と、食事をはじめとする生活習慣についてお伝えし、健康に過ごして
もらうための講座を開催します。
　また、この講座では、糖尿病を予防・改善する料理１品を試食する予定ですので、参加を希望する人
は２月28日までにお申込みください。
開催日時　３月７日㈯　午後２時～４時30分（受付は１時30分～）
会　　場　鹿島路公民館 研修室
内　　容　①糖尿病の予防と改善のための講話（仮）
　　　　　②糖尿病の食事療法の実技指導と試食（仮）
　　　　　③個別栄養相談（希望者のみ）
講　　師　石川県栄養士会　管理栄養士
対　　象　原則として鹿島路地区と越路野地区にお住まいの人
参 加 費　無料
申込締切　２月28日㈮まで
主　　催　石川県栄養士会、羽咋市

問い合わせ・申込み　市健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター内　☎22-1115）
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　12月23日、コスモアイル羽咋で、市民活動団体“学
びあい「５色の絵の具」”が主催する、まちづくりを考
えるための学習会が行われ、市民約80人が参加しました。
　冒頭、市職員が協働のまちづくりに向けての市の取り
組みを説明した後、主催者が平成30年度に実施したア
ンケート結果から見えた地域づくりに対する課題を報告。
続いて、一ノ宮地区生活支援協議体の代表者が地域で取
り組んでいる支え合いの活動事例を発表しました。
　また、『自治を回復し、まち・むらの課題を、まち・
むらの力で解決するために』と題した講演会も開かれ、
参加者がグループごとに意見を述べ合い、自分の住む町
で何ができるのかを熱心に議論しました。

自分が住む地域のこれからを考えるための
学習会＆意見・情報交換会

事例報告に聴き入る参加者

　12月24日のクリスマス・イブ、羽咋市青年団協議会
の団員7人が、市内で子どもたちのいる家庭に“サンタ
宅配便”と題したプレゼント配達を行いました。
　この取り組みは10年以上続いており、サンタクロース
やトナカイに扮した団員たちが、配達を希望した３世帯
に、事前に保護者から預かったプレゼントを届けました。
　子どもたちはプレゼントを受け取ると、それぞれ大き
な声で「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え、喜びを分
かち合いました。

市青協 “サンタ宅配便”

サンタからプレゼントを受け取った子どもたち

　12月26日、市民行財政改革委員会の坂野一男委員長
と小林善隆委員が市長室を訪れ、山辺市長に第7次羽咋
市行財政改革大綱（案）を手渡しました。
　坂野委員長は、「令和２年度からの５年間の行動計画
について、できる限り、事業効果目標や数値目標を明記
した。委員会で出された意見･提案の趣旨を尊重し、行
財政改革を進めていただきたい」とあいさつしました。

行財政改革大綱の提言受ける

山辺市長に大綱（案）を手渡す
坂野委員長（中央）と小林委員（左）
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　12月27日、酒井町会館で、老人クラブ“酒井町げん
き会”とこども会のメンバーら40人がミニ門松作りに参
加しました。
　この取り組みは、町の高齢者と子どもたちの交流活動
の一環として毎年行われており、12年間継続されていま
す。
　参加者は、竹筒の中心に３本の竹をしっかりと据えて
から、松やナンテン、梅を飾り付けてミニ門松を完成さ
せました。
　完成したミニ門松は、参加者が持ち帰り、お正月に合
わせて各家庭で飾られることになります。

　酒井町　ミニ門松作り

真剣に門松を作る参加者

　１月１日と２日、妙成寺で、寒水荒行が行われました。
　荒行は両日ともそれぞれ２回ずつ本堂前で行われ、白
い下帯姿の５人の僧侶がお経を唱えながら、桶に入った
冷水を頭から何度もかぶり身を清め、新年の平安と多幸
を祈願しました。
　１日の午前は小雨の降るあいにくの天候でしたが、開
始直前には雨があがり、圧巻の冷水かぶりが披露されま
した。訪れた参拝客は写真や動画を撮るなどしてその様
子を見守りました。

妙成寺寒水荒行

冷水をかぶる僧侶

　１月11日、羽咋すこやかセンターで消防出初式が行わ
れ、消防団員、羽咋消防署員ほか関係者200人が参加し
ました。式では、松生喜代志団長が「団員一丸となって、
地域住民の安全・安心のために努力していきたい」と決
意を述べ、山辺市長らが消防団員への感謝と激励のあい
さつを述べました。また、これまで功績のあった消防団
員らに表彰状が手渡されました。
　閉式後、羽咋体育館前で消防団員が勇ましく分列行進
と一斉放水を行い、今年の無火災を祈願しました。

　羽咋市消防出初式

一斉放水で今年の無火災を祈願

　１月12日、コスモアイル羽咋で、羽咋市成人式が開催
されました。
　式に先立ち開催された交歓会では、景品が当たるじゃ
んけん大会などが行われました。また、振り袖やスーツ
などで華やかに着飾った新成人の皆さんが、記念撮影を
行う光景も多く見られました。
　式では、新成人212人を代表して渡壮一朗さんと上杉
海紗さんが“誓いの言葉”を宣誓し、成人としての決意
を新たにしました。

羽咋市成人式

新成人の皆さん
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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

2/4 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやかセンター 健康福祉課

  5 ㈬ 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 ㈭ 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 図書館内 図書館

  9 ㈰ 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

 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

 17 ㈪ 13:30～
15:30 多重債務などに関する無料法律相談 羽咋すこやかセンター 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） 　 205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

 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

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

 21 ㈮ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 22 ㈯ 10:00～
15:00 金沢大学民事無料法律相談 羽咋公民館 市民窓口課

 13:30～
15:30 羽咋市女性学習会 コスモアイル羽咋 生涯学習課

 23 ㈰ 13:30～ はくいキッズコンサート
（13:30～開場・楽器体験、14:30開演） 羽咋すこやかセンター 生涯学習課

 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

 29 ㈯ 13:00～
16:00 いつもと違った恋活♥婚活 cafe OHANA 社会福祉協議会

 14:00～
15:30 映画上映会『ケロリンピック』（約87分） コスモアイル羽咋 図書館

２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㈰
　松江産婦人科内科医院
　羽咋市島出町 ☎22-2479
　田村眼科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-0026
　【小児】志賀クリニック
　志賀町高浜町 ☎32-5307

９日㈰
　松江外科胃腸科医院
　羽咋市松ケ下町 ☎22-7888
　羽咋診療所（内科）
　羽咋市柳橋町 ☎22-5652
　【小児】さはらファミリークリニック
　七尾市石崎町 ☎0767-62-3765

１１日(火･祝）
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　松沼医院（内科・小児科）
　宝達志水町敷浪 ☎29-3188
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１６日㈰
　おおの整形外科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-8858
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町 ☎22-0238
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

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

市

市

市

２４日(月･振）
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　【小児】国立病院機構七尾病院
　七尾市松百町 ☎0767-53-1890
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　市では、平成30年度に策定した「羽咋駅周辺整備基本構想」を具
現化し、地域交流による賑わいを創出するため、「羽咋駅周辺整備基
本計画」の策定に取り組んでいます。このなかでは、主な事業として、
（仮称）羽咋駅周辺賑わい交流拠点施設、都市計画道路川原町線及び
二級河川長者川の整備の検討を行っています。このたび、計画（素案）
がまとまりましたので、市民の皆さんからのご意見を募集します。
１ 募集期間　令和２年２月５日㈬～令和２年２月26日㈬
２ 閲覧場所　市都市づくり推進室（市役所２階）、市内各公民館、
　　　　　　 市ホームページ
３ 応募方法　住所、氏名、電話番号を記入の上、郵便、FAX、電子メー

ル、直接持参によりご応募ください（様式は自由です）。
４ 問い合わせ・応募　市都市づくり推進室
 （☎22-9645、FAX22-4484、E-mail:post@city.hakui.lg.jp）

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『THE TENGU(天狗)
－能登・羽咋の天狗を考える－』」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

野間成之先生の紙芝居ライブ、
歌あり踊りありで親子で楽しめます！
日時　３月14日㈯　14:00～
場所　さくらドーム21　２階　視聴覚室
申込　不要
問　町立図書館（☎0767-29-8350）

囲碁・将棋合同競技大会

七尾湾 能登かき祭2020

炭火焼きコーナーで新鮮なカキが楽しめるほか、各種カ炭火焼きコーナーで新鮮なカキが楽しめるほか、各種カ
キ料理や特産品などを購入できます。キ料理や特産品などを購入できます。
日時　２月29日㈯ 10:00～16:00
　　　３月 １日㈰   9:00～15:00
場所　能登演劇堂前広場（中島町中島）
※臨時駐車場や無料シャトルバスを用意しています。
※詳細は、ホームページをご覧ください。

問　能登鹿北商工会（☎0767-66-0001）

のまりんの
紙芝居げきじょう

日時　２月16日㈰　12:30～
場所　ラピア鹿島　アイリスホール(井田)(井田)
入場料　無料
内容　・講演「外国人と共に生きる　多文化共生の地域づくり」
　　　　石井 恵理子 氏（東京女子大学現代教養学部教授）
　　　・記念講演「平成から令和へ」
　　　　竹田 恒泰 氏（作家）　　　　
※手話通訳・要約筆記を配置しますので、
　聞こえの不安のある人もお気軽にご来場ください。
問　中能登町 生涯学習課(☎0767-76-1900）

第15回 生涯学習のつどい

日時　３月15日㈰
　　　９:30～（受付 ９:00～）
場所　志賀町文化ホール
参加費(昼食代込）
　大人2,000円、中学生以下1,000円(予定)
主催　志賀町文化協会
問　志賀町 生涯学習課(☎0767-32-9350）

　　　
説明会を開催します

　市では、人口減少・高齢化が進行する中でも将来にわ
たって安心して快適に生活できるまちづくりを推進する
ため、「羽咋市立地適正化計画」の策定を進めています。
　このたび、計画(案)がまとまりましたので、市民の皆さんに概要を
お伝えする説明会を開催いたします。ぜひご参加ください。

問い合わせ　市企画財政課（☎22-7162）

申込
不要

能登かき祭2020 検索 ⬆

立地適正化計画(案）

羽咋駅周辺整備基本計画(素案)

会場１ 会場２
対象 羽咋中学校校区の市民 邑知中学校校区の市民
日時 ２月23日㈰　10:00～ ３月１日㈰　10:00～

場所 羽咋市役所
４階401会議室

邑知ふれあいセンター
研修室

ご意見(パブリックコメント)を募集します

ご意見(パブリックコメント)を募集します

　あわせて、計画(案)についてのご意見を募集します。
１ 募集期間　令和２年２月10日㈪～令和２年３月２日㈪
２ 閲覧場所　市地域整備課（市役所２階）、市内各公民館、
　　　　　　 市ホームページ
３ 応募方法　住所、氏名、電話番号を記入の上、郵便、FAX、電子メー

ル、直接持参によりご応募ください(様式は自由です）。
４ 問い合わせ・応募　市地域整備課・都市計画係
 （☎22-9645、FAX22-4484、E-mail:post@city.hakui.lg.jp）

まちづくり懇談会 開催日 時間　各日19:00～20:30

開催日 会場

２
月

 ５日㈬ 上甘田公民館
 ６日㈭ 越路野公民館
 ７日㈮ 一ノ宮公民館
12日㈬ 余喜公民館
13日㈭ 千里浜公民館
14日㈮ 富永公民館

開催日 会場

２
月

17日㈪ 羽咋公民館
18日㈫ 鹿島路公民館
20日㈭ 粟ノ保公民館
21日㈮ 邑知公民館
25日㈫ 邑知公民館神子原分館
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弥生時代のハイテク技術

青
せいどう

銅器
き
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い

型
がた

　弥生時代と言えば、稲作文化のほかに「青銅器文
化」が始まった時代でもあります。「銅

どうたく

鐸」などの青
銅器は、代表的な遺物としてよく知られています。石
川県内では、銅鐸の出土事例はありませんが、史跡吉
崎・次場遺跡では、青銅器の「鋳型」の破片が見つ
かっており、ムラのなかで銅鐸などの青銅器を製作し
ていたことがわかっています。
　青銅器製作は、弥生文化を象徴する最先端の技術で
あり、全国的にみても出土事例は限定的で、主要な弥
生時代の遺跡でしか見つかっていません。一見すると、
ただの土の塊のようにも見えますが、この資料は、弥
生時代の羽咋が、能登・北陸のなかでも、いち早く先
進の文化や技術を受け入れた地域であったことを伝え
ています。
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場遺跡出土
「青銅器鋳型片」
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編 集 後 記
　今月号は、成人式の華やかな様子をお伝えした
く、表紙・裏表紙のカラーページの大部分を成人
式写真にしました。
　振袖などの服装もさることながら、新たな門出
に立ち希望に満ちあふれた表情や、懐かしい友人
に会った喜びなどが感じられる写真ばかりで、ど
の写真を掲載しようか、とても迷いました。
　実行委員会の愛称どおり、“3

サ イ コ ー

150”な成人式
になったのではないでしょうか。準備に携わった
実行委員会の皆さん、お疲れ様でした。そして、
新成人とご家族の皆さん、誠におめでとうござい
ます。 （谷村）
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成人式実行委員会の皆さん


