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地域をつなぐ情報誌

はくい

県内初 の パ ー ト ナー シ

羽咋×七尾×中能登

協定書に署名する岸市長、茶谷義隆七尾市長、杉本栄蔵中能登町長

羽咋市、七尾市、中能登町の３市町は、県内初と

岸市長、茶谷七尾市長、杉本中能登町長が協定書に

なる「移住推進・関係人口拡大に関するパートナー

署名し、それぞれ、連携に向けた決意を述べました。

シップ協定」を締結しました。

岸市長は、
「２市１町でそれぞれの役割分担を明確

本協定は、３自治体が相互に協力し、それぞれが
有する人的・物的資源を活用し、関係人口拡大から

にし、強みや魅力を連携しながら発信することで大
きな力になる」と期待を込めました。

移住推進による能登地域のヒトの流れの創出や地域
の魅力発信につなげることを目的としています。
協定調印式は２月12日に七尾市役所で行われ、

協定による連携事項
１ 移住推進・定住促進

４ 活力ある地域づくり

２ 関係人口拡大

５ 情報発信

３ 雇用の創出

６ 人材育成

重
１

ワーク(仕事)×バケーション(休暇)＋能登スタイル
都市部の企業や個人をターゲットに、地元企業や団体、旅行会社と連携し、３市町の地域資源を掛
け合わせた新たな地方での過ごし方や働き方を提案する。
コワーキング
スペースで仕事
＋
海水浴・バーベキュー

目標値

2
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テレワーク
＋
スポーツ
＋
温泉

農業体験
プログラム
＋
地域住民との交流

広域体験プログラム参加者数累計 4,000人（令和７年度）

点

ッ プ 協定 を 締結

〜移住推進、関係人口拡大へ〜

具体的な事業構想
情報の発信

事務局の運営

・仕事や住まい情報の共有
・専用ホームページによる
情報提供

・移住セミナーへの出展
・３市町連携によるプロジェ
クトチームの管理
管理
羽咋市

（仮称）

七尾市

関係人口の拡大

能登地域
移住交流
協議会
その他
協力団体

※

・ワーケーション の推進
・都市部の飲食店などでの
イベント開催
・企業や大学との連携

経済団体など

中能登町

受入体制強化
・移住プランナーの育成
・受入地域のネットワーク化

タ ー ゲ ット層の獲得

※ワーク×バケーション

（20代〜 40代の家族）

施

策
２

広域的な移住プランナーの設置
各市町２人ずつ、広域的に移住希望者のサポートを行う移住プランナーを設置し、受入体制の強化
を図る。
相談
紹介

協議会

相談

委託

移住プランナー

目標値

移住希望者

対応

相談

県外からの移住者数累計 594人（令和７年度）
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新型コロナウイルス

ワクチン接種についてのお知らせ
国は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、すべての国民がワクチン接種を受けられること
を目指し、体制を整えています。
本市でも、新型コロナウイルスワクチンが承認され、実用化され次第、速やかに接種が始められるよ
う準備を進めています。
接種については、具体的な接種方法や日程などが決まり次第、国が示した接種の優先順位に応じて対
象者の方々へ個別に通知を送付します。

１

接種の優先順位（年齢は、令和４年４月１日現在）

①医療従事者（石川県が実施）
②65歳以上の人
③64歳以下の基礎疾患を有する人（慢性の呼吸器の病気や慢性の心臓病（高血圧を含む）などで
現在治療中の人）、高齢者施設などの従事者
④上記以外の人（16歳未満は対象外）

２

接種券（クーポン券）の発送

３

国が示している優先順位に応じて、対象者に順
次、ワクチンの接種券（クーポン券）を発送します。
65歳以上の人については、令和３年３月下旬

接種の場所

接種の場所については、接種券に同封されるチ
ラシでご案内するほか、市ホームページなどでも
お知らせします。

に発送する予定です。

なお、接種を希望する人は原則、羽咋市が指定
した場所で接種を受けていただきます。

今後、国が示すスケジュールによっては
変更する場合があります。

４

接種費用
無料です。

接種順位のイメージ
３月

４月〜
※ワクチンの供給量などにより、
順位は細分化される可能性があります。

医療従事者への接種
高齢者への
クーポン発送

65歳以上の人への接種
基礎疾患を有する高齢者以外の
人への接種
高齢者以外への
クーポン発送

高齢者施設などの従事者への接
種
上記以外の人に対し、ワクチンの
供給量を踏まえ順次接種

問い合わせ
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市健康福祉課 健康推進係（羽咋すこやかセンター内 ☎22‑1112）
※ワクチン接種コールセンターを３月下旬開設予定

LINE公式アカウント｢石川県‑新型コロナ対策パーソナルサポート｣
石川県からの新型コロナウイルス感染症に関する情報を発信するLINEアカウントです。
感染者発生情報や、県民・事業者の皆さまへのメッセージなどを配信しています。
「友だち登録」は、右のQRコードを読み取るか、LINEアプリから「石川県

友だち登録は
こちら▼

コロナ」

で検索してください。

問い合わせ

石川県 広報広聴室（☎076‑225‑1362）

市県民税の申告はお済みですか
市役所での市県民税の申告、所得税の確定申告は、３月15日㈪までです。
市県民税の申告は、令和２年中に所得がなく誰

■申告をしないと、国民健康保険や後期高齢者保

の扶養にもなっていない人、障害年金・遺族年金、

険などの保険料の算定や軽減措置の判定などが

雇用保険法に基づく失業給付などの非課税収入の

できなくなります。

みを有する人、羽咋市外の人に扶養されている人

■控除の内容によっては、申告していただくこと
で非課税となる場合があります。

についても必要です。

七尾税務署では、確定申告会場の混雑回避を図るため、下記のとおり申告期限が
延長となりました。
○申告期限
税目
申

税

３月15日㈪

個人事業者の消費税

３月31日㈬

贈

３月15日㈪

問い合わせ

告

所

得

当初

与

税

延長後

4月15日㈭

所得税の確定申告について 七尾税務署（☎0767‑52‑3381自動音声案内）
市 県 民 税 の 申 告 に つ い て 市税務課 住民税係（☎22‑7130）

金丸出町会がコミュニティ活動備品などを新調
金丸出町会では、宝くじの助成を受け、会
館で使用する備品や町内を除雪するための除
雪機を新調しました。
今年の大雪では、助成を受けて導入した除
雪機が活躍しました。また、コミュニティ活
動の活性化のため、会館のエアコンやテーブ
ルなども新調されました。

問い合わせ

市生涯学習課 文化コミュニティ係（☎22‑9331）

No.825 2021年３月 広報はくい
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羽咋郡市広域圏事務組合 会計年度任用職員を募集
１．募集職種と人員など
職種

人員

職務内容・応募資格

報酬月額

職務内容
・自己搬入ごみの窓口受付、リサイクル品の販売事務などの補
助、統計数値入力事務作業の補助
事務補助員 若干人 ・その他環境保全課業務に関連した軽作業補助
131,961円〜
応募資格
・窓口対応ができ、表計算・ワープロソフトなどのパソコン操
作が可能な人
２．勤務条件など
・勤務場所 羽咋郡市広域圏事務組合リサイクルセンター
（羽咋市滝谷町ヌ30番地）
・勤務時間 週35時間の範囲内で勤務（勤務時間は、別に指定）
・休
日 日曜日（土曜、祝日、年末年始は、勤務割による勤務の場合あり）
・そ の 他 交通費支給（距離制）、有給休暇、社会保険制度あり
３．選考方法 面接による選考（応募者に別途通知）
４．採用予定 令和３年４月１日
５．任用期間 １年
６．申込期間 令和３年３月１日㈪〜３月12日㈮
７．申込書類 履歴書（市販のもの）、
写真（無帽・無背景で３カ月以内に撮影したものを履歴書に貼付）
８．申込方法 申込書類を入れた封筒の表に「会計年度任用職員受験申込書」と朱書きして、事務局総
務課まで郵送してください（３月12日消印有効）。

問い合わせ・送付先

〒925‑8505 羽咋市中央町ア185番地
羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課（☎22‑6610）

自衛隊幹部候補生・予備自衛官補を募集

【予備自衛官補】

【幹部候補生】
資格

受付

石川地本

大学卒業程度試験：22歳以上26歳未満

公募により予備自衛官補とし

大学院卒業者試験：修士課程修了者などで28歳未満

て採用し、所定の訓練を終了後、

※年齢は令和４年４月１日現在

予備自衛官として任用する制度

３月１日㈪〜４月28日㈬

です。

試験期日

試験会場

１次

５月８日㈯

筆記試験

５月９日㈰

筆記式操縦適正検査（飛行要員希望者のみ）

一般公募（後方地域での警備
要員など）と技能公募（医療従

２次

６月８日㈫〜 14日㈪のうち指定する日

事者、語学要員、車両整備士な

１次

自衛隊石川地方協力本部（金沢市新神田）

ど）に分けられます。

２次

全国の主要都市など（詳細は別途本人へ通知）

※応募方法など、詳しくは下記へお問い合わせください。

問い合わせ

6

自衛隊石川地方協力本部 七尾出張所（☎0767‑53‑1691）または、お近くの市自衛官募集相談員
…菅池町・松本政文(☎26‑1852)、大川町・福島則明(☎22‑1083)、新保町・西明彦(☎22‑5076)
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羽咋市男女共同参画推進員を募集
市では、
「羽咋市男女が共に輝くまちづくりプラン（第４次）
」に基づき、市の男女共同参画を一緒に
考え、推進していただける人を募集します。
募集人数 ２人程度
任
期 令和３年４月１日から令和５年３月31日までの２年間
応募資格 羽咋市在住で男女共同参画に関心があり、普及活動に参加、ご意見などをいただける人
応募方法 応募用紙に所定事項を記入の上、３月24日㈬までに提出してください（郵送・FAX可）。
応募用紙は市生涯学習課にあります。また、ホームページからもダウンロードできます。
※応募多数の場合は、応募の動機などを審査の上、決定します。

申込み・問い合わせ

〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地
市生涯学習課 女性青少年係（☎22‑9331、FAX22‑9332）

羽咋市家庭教育支援部会員を募集
市では、家庭教育のあり方についてともに考え、羽咋市家庭教育推進協議会の事業を企画・実践して
いただける人を募集します。
募集人数 １〜２人
任
期 令和３年４月１日から令和４年３月31日までの１年間（１年ごとに更新可）
応募資格 羽咋市在住で、家庭教育に関心があり、事業活動の企画・実践などをしていただける人
応募方法 応募用紙に所定事項を記入の上、３月19日㈮までに提出してください（郵送・FAX可）。
応募用紙は市生涯学習課にあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。
※応募多数の場合は、応募の動機などを審査の上、決定します。

申込み・問い合わせ

〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地
市生涯学習課内 羽咋市家庭教育推進協議会事務局
（☎22‑9331、FAX22‑9332）

羽咋市介護保険運営協議会兼羽咋市地域包括支援センター
運営協議会委員を募集
羽咋市の介護保険運営と地域包括支援センター運営に関して、意見交換や審議などを行う協議会の委
員を募集します。
募集人数 ２人（委員12人中）
任
期 令和３年４月１日から令和６年３月31日までの３年間
会
議 年２、３回
応募資格 羽咋市在住の40歳〜 64歳の人 １人
羽咋市在住の65歳以上の人
１人
応募方法 申込書に応募の動機など所定事項を記入の上、３月19日㈮までに提出してください。
申込書は市ホームページからダウンロードできます。また、市地域包括ケア推進室にあります。
※応募多数の場合は、応募の動機などを審査の上、決定します。

申込み・問い合わせ

〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地
市地域包括ケア推進室 介護高齢者係
（☎22‑5314、FAX22‑3995、E-mail post@city.hakui.lg.jp）

No.825 2021年３月 広報はくい
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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、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＞
【一ノ宮町ささえ愛隊「いっぷく」】
毎週月曜日13:30 〜 一ノ宮会館
一ノ宮地区生活支援協議体の活動から、一ノ宮町の通い
の場として令和２年９月に誕生しました。買い物支援の移
動販売車が来る日に合わせて開催しており、販売車が来る
までの時間をみなさんでお茶を飲みながらおしゃべりを楽
しんでいます。お茶とともに楽しむお菓子は、参加者がき
れいな包装紙を折って作った箱に一人分ずつを入れて配り
ます。
参加者は、「ここに来ると町の人との交流ができたり、
いろんな情報がわかったりするから良い」と話され、お世
話役の人も元気をもらって帰ると双方が喜ばれていました。

〜あなたの地域でも通いの場や筋トレ教室を作りませんか。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（☎22‑0202）

筋トレ教室に参加してみませんか？
羽咋市では、市内19カ所（20教室）で高齢者筋力トレーニング教室を行っています。
筋トレを継続して行うことで、バランス感覚の維持・向上につながるなど、転倒を予防する効果が得
られます。
参加を希望される人は、下記までお問い合わせください。

＜高齢者筋力トレーニング教室の紹介＞
【男性の筋トレ】
毎週火曜日10:00 〜 11:00 千里浜町会館
以前から千里浜町で開催している筋トレ教室への参加者
は女性ばかりなので、男性が参加しやすい教室を作りたい
と、健康づくり指導員の原田さんが中心となり、町会の協
力のもと、令和２年６月から開催しています。参加者は常
時10 〜 12人ほどで、紅一点の原田さんを筆頭に、テープ
の声に合わせて体を動かします。運動の合間の休憩時は和
気あいあいとした雰囲気で、「男ばかりだから参加しやす
「体の動きが良くなった」
「膝の痛みがなくなった」な
千里浜町にお住まいで興味のある人は、 い」
見学・体験、大歓迎です。
ど運動を始めてからの効果を皆さん実感していました。

問い合わせ
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市地域包括ケア推進室 羽咋市役所１階８番窓口（☎22‑0202）

３月 栄養・運動教室のご案内

参加者にはUFOカードの
ポイント引換券を進呈！

要予約

市では毎月、食事や栄養のワンポイントアドバイスと有酸素運動の実技を取り入れた教室を開催し、
生活習慣病予防のサポートをしています。
生活習慣を改善したい人や運動不足を解消したい人はぜひお申込みください。
開 催 日

３月18日㈭

講

時

間

13時30分〜 15時（受付：13時〜）

持 ち 物

会

場

羽咋すこやかセンター３階ホール

マスク（着用）

１回100円（参加費のほかに、運動グッ

運動しやすい服装でお越しください。

参 加 費

ズ代が必要になる場合があります）
内

容

師

申込締切

健康運動指導士

元橋 美津子

氏

参加費、飲み物、タオル、マット、

３月17日㈬

①生活習慣病予防のための、食事のワ
【注意事項】

ンポイントと運動効果のお話
（内容：間食・アルコールのとり方について）

感染症拡大防止のため、３密を避け、人と人と

②身体をほぐす運動

の距離をとって運動実技を行います。会場準備の

③音楽に合わせて楽しく有酸素運動

ため、事前申込みにご協力をお願いいたします。
当日は自宅で検温をし、発熱や、体調がすぐれ

④筋肉づくりの運動
※運動強度は、心拍数が上がり、汗を

ない場合は参加をご遠慮ください。また、対面で

じんわりかくレベルです。現在治療

の会話や運動中の不必要な会話は避けていただく

中の人は主治医に相談の上、お申込

よう、お願いいたします。

みください。

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）

｢ぎゅ〜っとひとしぼり｣でごみの減量化にご協力を
〜 CO2削減で環境保全にもつながります〜
羽咋市内の家庭から排出される燃えるごみは令和元年度
で約3,209㌧です。この燃えるごみの約50％（約1,604㌧）
を生ごみが占め、そのうち約80％（約1,283㌧）が水分で
あるといわれています。
水分を減らすことで、ごみの減量化につながるだけでは
なく、嫌な臭いも減りますので、ごみ出しが楽になります。
また、ごみ処理過程でごみを乾燥させるために必要な燃料
も減るので、CO2の削減にもつながります。
生ごみを捨てる際は「ぎゅ〜っとひとしぼり」をして、
生ごみに含まれている水分を減らしてから出しましょう。

問い合わせ

市環境安全課（☎22‑7137）

No.825 2021年３月 広報はくい
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健康福祉課

4
掲載内容については、新型コロナウイルスの感染状況によって変更となる場合があります。
各施設を利用する際は、検温、手洗い、マスク着用などにご協力をお願いします。

子育てふれあい広場

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29年10月生)
３月３日㈬ 午後１時〜
●１歳６か月児健診(令和元年８月生)
３月４日㈭ 午後１時〜
●４か月児健診(令和２年11月生)
３月23日㈫ 午後１時〜
※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。

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（予定）
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)： R３.３月までお休みします。
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が、
新型コロナウイルス感染症対策のため、利用する人は事前にご連絡をお願いします。

と

はくい子育てサロン（☎22‑1518）

内

３月 １日㈪

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 横
時 間 午前９時30分〜正午
午後１時〜５時
お休み 年末年始、日曜日、祝日

２日㈫

容

ところ

おひな様を作りましょう！

邑知保育園

ダンボールのお家で遊ぼう！

こすもす保育園

✿ 大きくなったね(身体計測)
５日㈮

ビッグブックを楽しもう

とき保育園

５日㈮

おおきくなったかな！？

羽咋白百合幼稚園

８日㈪

いっしょにあそぼう！

邑知保育園

催 し 物 感染症対策のため人数を

９日㈫

★こすもす保育園の人気メニューを
食べてみよう！

こすもす保育園

制限して行います。参加を希望する
人は事前予約をお願いします。

11日㈭

さようならの会

千里浜保育所

12日㈮

またねの会

羽咋白百合幼稚園

16日㈫

同じのどれかな！絵カード遊び！

こすもす保育園

19日㈮

ミニミニお別れ会

とき保育園

23日㈫

手形＆足形のアート色紙を作ろう！

こすもす保育園

☆育児講座 ３月３日㈬
午前10時30分〜11時30分
「親子でたのしむリトミック」
講師：中條 久美子 さん 定員８組
☆育児相談 ３月10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 ３月17日㈬
午前10時30分〜
☆お楽しみデー ３月24日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：邑知保育園

こすもす保育園親子育児講座
９日㈫ 午前９時30分〜 10時30分
「こすもす保育園の人気
要予約
メニューを食べてみよう!」 定員３組
講師：こすもす保育園
栄養士 西屋 美知代 さん
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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
利 用 時 間 平日：午後１時〜午後６時 土曜日：午前10時〜午後６時 無料
お
休
み 毎週日曜日、祝日
10分間ドッヂボール大会
毎 週 月 曜 日 午後４時〜
毎 週 水 曜 日 午後４時30分〜
かんたん工作教室
トランポリンクラブ
第１･３金曜日 午後４時30分〜
と

３月

き

内

容

備考

6日㈯ 午後２ 時

わくわく広場

13日㈯ 午後２ 時

ハンドメイド

13日㈯ 午後３ 時

お茶体験

27日㈯ 午後２ 時

パネルシアター「わらしべ長者」

ふくろうのキーホルダー
講師：辻森正美さん

■開館時間
午前９時30分〜午後６時

■わくわくおはなし会(4歳〜小学校低学年)
今月はお休みします。

■３月の休館日
2日㈫、9日㈫、16日㈫、23日㈫、
■よちよちおはなし会(0歳〜3歳)
30日㈫
日時 ３月29日㈪
＊休館日は毎週火曜日です。
午前11時〜11時30分
(火曜日が祝祭日の場合はその翌日です)

場所
■連絡先

コスモアイル羽咋・和室

☎22‑9777

今月の本棚

子どもの本棚

かわいい鳥たち

植物のふしぎ

『鳥が好きすぎて、すみません』
好
ぎ
細川博昭/著 誠文堂新光社

『たったひとつのドングリが』
ド グ が
ローラ・M・シェーファー/著
評論社

鳥が大好きで、鳥に関する本もたく
さん書いている細川さん。物心つくこ
ろから一緒に過ごしてきた作者だから
こそ分かる、鳥のおもしろい行動や知
恵など、鳥のことがよく分かるエッセ
イ集。

ドングリこそがすべての植物とすべ
ての動物の命をつなぎ、大きな森をつ
くっていきます。私たちも生きるため
には森は大切なものなのです。シェー
ファー母子の分かりやすい言葉とやさ
しい絵で、命の連鎖を描いた絵本です。

新着図書のご案内
たり、スキップで(ものすごい

一般向け

愛)人生起き上がりこぼし(海

と言うけれど(外川浩子)キャ

子ども・ティーン向け

ラ絵で学ぶ!キリスト教図鑑

サンクチュアリ(岩城けい)傍 老名香葉子)美麗島プリズム紀 およぐ!(麻生かづこ)精霊人、 (山折哲雄)はじめまして相対
聴 者 ( 折 原 一 ) 悪 魔 を 殺 し た 行(乃南アサ)note完全マニュ はじめました!(宮下恵茉)おと 性理論(シェダード•カイド=
男(神永学)2020年の恋人た ア ル ( 八 木 重 和 ) 急 に 「 変 わ のさま、まほうつかいになる サラーフ•フェロン)みんなは
ち(島本理生)朝焼けにファン れ」と言われても(熊野英一) (中川ひろたか)キャンドル(村 アイスをなめている(安田夏
ファーレ(織守きょうや)今度 大名格差(安藤優一郎)地上に 上雅郁)へのへのもへじのお 菜)きみがまだ知らないステ
生まれたら(内館牧子)コロナ 星座をつくる(石川直樹)

ともだち(宮下すずか)コペル ゴサウルス(ベン•ギャロッド)

と潜水服(奥田英朗)今日もふ

ニクス(高橋憲一)人は見た目!

【季節の

切り絵

教室】 テーマ「 黒髪 」

日時 ３月12日㈮ 午後２時〜（２時間程度）
場所 コスモアイル羽咋・研修室
対象 大人
定員 15人
材料費 500円
持ち物 カッター (刃が30°のもの)、シャープペン

【図書除菌機を設置しました】
利用者の皆様に安心して図書館資料をご利用い
ただくため、館内に図書除菌機を設置しました。
本に紫外線を当てて除菌しながら風を通し、ほ
こりやにおいなどを除去します。ぜひご活用くだ
さい。
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北出 徹也さん（49歳）
（旭町出身、
神奈川県横浜市在住)

川崎と羽咋？の関係
平成８年に運輸省（現国土交通

川崎港という名称は、昭和26年

係を理解してもらえます。

省）に入省した後、人事異動13回、 に川崎市が港湾管理者となってでき

また、川崎市は「スポーツのまち」

転居は単身赴任を含め11回経験し、 たもので、今年で70周年を迎える

を掲げていて、サッカーの川崎フロ

北は仙台から南は鹿児島まで、主に

のですが、川崎における臨海部の開

ンターレは皆さんもご承知かと思い

港湾・空港・鉄道関係の業務に携わっ

発は、それよりはるか前の大正初期

ますが、バスケも川崎ブレイブサン

てきました。現在は出向（正式には

から始まっており、京浜工業地帯の

ダースという東芝を母体とするプロ

割愛といいます）の形で川崎市役所

父と呼ばれる浅野総一郎により、埋

チームがあります。ここのゼネラル

にお世話になっており、取扱貨物量

立が進められてきました。この浅野

マネージャー（ＧＭ）をされている

全国第10位の川崎港を管理運営す

総一郎さんの出身が、羽咋のお隣の

のが、羽咋出身の北卓也さんであり、

る港湾局というところで勤務してい

氷見で（氷見には立派な銅像が建っ

実は私の遠縁の親戚であることが先

ます。

ています）
、そのような歴史がある

日判明しました。

昨年度、港湾振興の一環で、川

ため、川崎の人は氷見のことをよく

ということで、羽咋の皆様には是

崎港及び川崎市を国内外にPRする

ご存じです。なので、私が川崎の人

非、川崎ブレイブサンダースの応援

ためのYouTube動画を作成しまし

に出身地を説明するときには、「氷

をしていただくとともに、東京や横

たので、ご興味のある方は「川崎

見の西隣の羽咋というところです」 浜に用事があった際には、川崎にも

8K」で検索いただければと思います。 という説明をすると、すぐに位置関

輪を広げよう
手話の
・・・・・・
・・・

ひとこと手話
ひとこと手話
今月の手話

「久しぶり」
両手の４指
の甲側を合
わせて、左
右にゆっく

お立ち寄りいただければ幸いです。

障がいのある人へのコミュニケーション手段

音

訳

音訳とは？
音訳とは、目の不自由な人のために、文字を音声に変え情
報提供することです。感情を込めて読む詩や小説などの朗読
と違い、正確に文字を音に変えます。
音訳の方法は、パソコンやデジ
タル録音機などを使用し、声を吹
き込み、編集します。その後CD
にして発送しています。また、直
接１対１で読み上げる対面音訳も
あります。
音訳作業の様子
身のまわりの音訳
・広報はくい ・市議会だより

・社会福祉協議会だより

りと離しま
す。

疋津

長城さん（旭町）

問い合わせ 市健康福祉課 援護係
（☎22‑3939、FAX22‑1048）

市では、視覚や聴覚に障がいのある人、文字が見えにくい人のために、点訳・音訳・手話による
「広報はくい」を提供しています。健康福祉課・援護係へお問い合わせください。
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梶

嘉美さん
(50歳、新保町)

山の恵みで海岸を守りたい
富山県で看護師をしていた梶さん

昨年、近隣自治体で野生のイノシ

寄付された方へのお礼として、

は、平成30年５月に羽咋市の地域

シから豚熱の陽性反応が確認され、

寄付金額1,000円につき、キーホ

おこし協力隊となり、のとしし団の

のとしし団としての活動に制限がか

ルダー（1,800円相当）１つが贈呈

一員としてジビエの普及に尽力して

かってからは、個人で革製品の普及

されます。

きました。

に取り組むようになりました。これ

このキーホルダーは、羽咋産を

獣害対策としてイノシシやシカか

までに、邑知公民館や粟ノ保公民館

含むイノシシの革を使用しており、

らいただいた命を余すことなく活用

で革教室を開き、キーホルダーやカ

ロゴやイラストの刻印、縁のレー

するため、皮の加工も行っています。 ードケース、ポーチなどを作る指導

ス編みなど、すべて手の込んだ作

を行っています。
この技術を羽咋のために使いたい
と考えた梶さんは、このたび、千里

品です。
寄付金は全額、千里浜再生のた
めに活用されます。

浜再生のための寄付を募ることにし
ました。
「20年前の千里浜はもっと広かっ

寄付の受付

たが、数年前に久々に訪れたら、あ

・３月20日㈯、21日㈰に道の

まりの狭さに衝撃を受けた。羽咋の

駅のと千里浜の軒下で受付

生命線の一つである千里浜を守りた
寄付のお礼のキーホルダー

い」と、梶さんは話します。

・22日以降は､市農林水産課(市
役所２階、☎22‑1116)で受付

旬の特産品 藤岡産のイチゴ
〜甘くておいしい「やよいひめ」〜
イチゴのブランドは、
群馬県生まれの「やよい
２月９日、藤岡市役所でイチゴ
の共進会が行われ、会場にはイ

ひめ」。サイズは大きめで果肉は
しっかりとし、中まで薄い赤色、

チゴの甘い香りが立ち込めました。 まろやかな甘みと優しい酸味など
出品された39点の中から、大き

が特徴です。品種名のやよいひめ

さ・色・形などを審査し、入賞品

は、３月（弥生）以降もこの品種

が選ばれました。

の優れた特性が発揮されることか

藤岡市内では、２月に入るとイ

ら名付けられました。

チゴの最盛期を迎えます。藤岡市

また、市内にはイチゴ狩りを楽

は群馬県内有数の産地として知ら

しむことができる観光いちご園が

れ、市内の農産物直売所や道の駅

あります。観光いちご園で栽培さ

ららん藤岡などで手軽に購入する

れているのもやよいひめです。例

ことができます。

年、５月ごろまで開園しています。
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羽 咋 消 防 署（☎22‑7812、FAX22‑5319）
市健康福祉課（☎22‑3939、FAX22‑1048）

羽咋消防署からのお知らせ

羽咋消防署からのお知らせ

聴覚や発話に障がいのある人へ

NET119緊急通報システムをご利用ください
令和３年３月
運用開始予定
急病やケガ

火災

災害

事故

ＮＥＴ１１９緊急通報システムとは？
NET119緊急通報システムは、聴覚や発話に障がいのある人のための緊急通報システムです。スマー
トフォン・携帯電話のインターネット接続機能を利用して、
「救急か、火事か」
「現在地はどこか」など
を画面で選択・入力することで、簡単な操作で素早く119番通報することができます。

ＮＥＴ１１９緊急通報システムをご利用できる人
NET119緊急通報システムは、言語発声による緊急通報(119番通報)が困難な人のためのサービスで
す。聴覚の障がいだけではなく、音声の発声による通報が難しい方々を対象としています。

ご利用には登録が必要です。利用を希望する人は、羽咋消防署または市健康福祉課へお問い合わせください。

予
災
防
火
運 動
の
春 令和３年３ 20
３ 26
月

日(土･祝) 〜

月

日(金)

令和２年度「全国統一防火標語」

その火事を

防ぐあなたに

金メダル

空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節を迎えるにあたり、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。
「火災や災害に強い街づくり」にご協力ください。

広

告

問い合わせ
羽咋消防署（☎22‑7812）

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
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弁護士

木梨松嗣

弁護士

米田弘幸

水道の使用開始(使用休止)の手続きはお早めに
毎年３月から４月にかけて、アパートなどの転居や育苗ハウスの使用などで「水道の使用開始（使用
休止）」の依頼が集中し、窓口が大変混み合うことが予想されます。
水道の使用開始（開栓）や使用休止（閉栓）の日が決まりましたら、早めの手続きを
お願いします。手続きは１カ月前から受付をしますので、余裕をもってお願いします。
・開閉栓手続きには1,000円の手数料が必要です。
・届出用紙は市ホームページからもダウンロードできます。
・来庁が困難な場合は、郵便での受付も可能です。
問い合わせ

市地域整備課 上下水道企業経理係（☎22‑7133）

海上保安学校学生および海上保安官 採用試験
区分(採用予定)

海上保安学校学生採用試験(特別)(約220人)

海上保安官採用試験(約30人)

・令和３年４月１日時点、高校または中等教育学校 ・平成３年４月２日以降生まれで、大学(短期大学
を卒業してから13年を経過していない人
を除く)を卒業した人
受験資格 ・令和３年９月までに高校または中等教育学校を卒 ・令和４年３月までに大学(短期大学を除く)を卒業
業する見込みの人
する見込みの人
・人事院が上記と同等の資格があると認める人
・人事院が上記と同等の資格があると認める人

受付期間

３月26日㈮〜４月２日㈮

３月26日㈮〜４月７日㈬

試験日程

１次試験
２次試験

１次試験
２次試験

受験申込URL

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html（受験案内などの詳細もこちらでご覧いただけます）

５月16日㈰
６月９日㈬〜６月30日㈬
（１次試験合格者へ通知）

６月６日㈰
７月13日㈫〜７月20日㈫
（１次試験合格者へ通知）

問い合わせ 第九管区海上保安本部総務部人事課（☎0120‑444‑576）、金沢海上保安部管理課（☎076‑266‑6115）

地域安全ニュース

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜不審電話に注意してください！
市役所職員や金融機関職員をかたった、
「還付金がある」
「保険金の払戻金がある」
「通帳が古く更新が必要」などの内容の
不審電話に注意してください。
電話でお金の話は詐欺です！

問い合わせ
広

告

ハク太郎
ク太郎

「留守電！切断！即相談！」で詐欺を撃退しましょう。
○留守電：留守電に設定しましょう！
○切 断：お金の話が出たら電話を切りましょう！
○即相談：１人で判断しないで、相談しましょう！

羽咋警察署（☎22‑0110）、羽咋郡市防犯協会連合会（☎22‑4970）

欄
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クリンクルはくい教室案内
（☎27‑1153）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況
によって中止する場合があります。

図書館 映画上映会

第21回石川県障害者
スポーツ大会の参加者募集

日時

３月27日㈯

この大会は、障がいのある人のス

場所

コスモアイル羽咋 小ホール

14:00 〜

上映作品 『サミーとシェリー
七つの海の大冒険』
（約87分）

エコクッキング教室(第10回)

参加費 無料
日時 ３月６日㈯ 9:00 〜
申込み 不要
場所 リサイクルセンター（滝谷町）
図書館（☎22‑9777）
定員 20人
参加費 1,000円
持ち物 エプロン、三角巾、はし
内容 料理をとおして、ごみを出さ
ない工夫やごみの分別の仕方
を学びます。
ユーフォリア千里浜
講師 室谷 加代子さん
スイミングスクール受講生募集
申込期間 ２月24日㈬〜３月５日㈮
春のスイミングスクール受講生を

ギターとオカリナ演奏会
日時 ３月20日(土･祝) 15:00 〜
場所 コスモアイル羽咋 小ホール
定員 50人 参加費 無料 申込 不要
内容 ギター：枯山葉、禁じられた
遊びほか、オカリナ：埴生の
宿、早春賦ほか
申・
羽咋健康友の会（☎22‑5731）

多重債務などに関する
無料法律相談を開催します

募集します。
３月23日㈫までに、お申込みと
料金のお支払いをいただいた人には、
同居家族全員でプール利用が500円
になる優待券（４月末まで有効）を
４枚贈呈します。
受講対象

４歳以上の幼児と小学生

開催期間

４〜６月の木・金・土曜日

コース

幼児水なれコース（45分）

学童初級コース（60分）
羽咋市民
学童中級コース（60分）
３月19日㈮
※年齢やレベルなどによって、受
各日 13:30 〜 15:30
（おひとり30分間まで）
講できる曜日や時間が異なりま
場所 羽咋すこやかセンター
す。詳しくはユーフォリア千里浜
内容 弁護士による個別相談
ホームページまたは電話でご確認
費用 無料
予約 2日前までに予約をお願いします。 ください。
ユーフォリア千里浜
申・
市健康福祉課 健康推進係
（羽咋すこやかセンター内 ☎22‑1115）
（☎22‑9000）
対象
日時

広

告

ポーツ振興と社会参加の促進を図る
スポーツ大会です。
新型コロナウイルス感染防止対策
のため、日程を分散して開催します。
開催期日
５月23日㈰水泳
５月29日㈯卓球・サウンドテーブル
テニス・バレーボール
５月30日㈰陸上競技
９月 ５日㈰アーチェリー
※フライングディスク（９月11日）
・
ボッチャ（11月21日）
・ボウリン
グ（令和４年２月19日）は、後
日別途募集します。
場所

西部緑地公園陸上競技場、い

しかわ総合スポーツセンターほか
対象

県内に在住、在勤または在学

の、障がい（身体・知的・精神）の
ある人
※ただし、令和３年４月１日現在
13歳以上の人
主催

石川県障害者スポーツ大会実
行委員会

申込み先

市健康福祉課 援護係

（☎22‑3939
申込締切

FAX22‑1048）

３月19日㈮

欄

▼ᕝ┴▱චチື⏘ᴗ
市役所の連絡先
（代表：22‑1111）

16

広報はくい No.825 2021年３月

健康福祉課
地域包括ケア推進室
22‑3939 ・介護高齢者係
22‑5314
・援護係
・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
22‑5940（市民窓口・戸籍）
・市民窓口係
・国保年金医療係 22‑7194
（国民年金・国民健康保険・後期医療）

第50回羽咋市民卓球大会
参加者募集
日時 ３月28日㈰ ８:30 〜
場所 羽咋体育館
対象 羽咋市在住、在学、在勤、出
身の人
種目 男・女小学生、一般男女シン
グルス、男子サーティ、男子フォー
ティ
参加料 500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、羽咋体育館へ提出ください
（FAX22‑9360）
申込締切 ３月20日(土･祝)
羽咋市卓球協会 三星正紀
（☎090‑8968‑1393）

ハローワーク羽咋からのお知らせ
◆これから退職される人へ…「雇用保険失業給付」があります
３月は退職する人が多い季節です。退職する人の再就職の援助を図る
ために、ハローワークには雇用保険失業給付制度があります。
◆雇用保険失業給付を受給するための要件
（１）雇用保険被保険者資格を喪失したことが確認できること
（２）退職した日以前２年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日
以上（または労働時間数が80時間以上）の月が12カ月以上あること
※倒産・解雇などは退職日以前１年間に６カ月以上
（３）積極的に就職しようとする意思といつでも就職できる能力があり、
現在求職活動をしていること
※以下の人は失業状態ではなく、原則として給付は受けられません
①結婚して家事に専念する人
②自営、家事手伝いや家業に従事し、就職できない人
③病気・ケガ・妊娠・出産・育児（３歳未満）
・親族の介護などによ
り就職できない人

気軽にECO(いいこと）
始めませんか？

④定年などで離職後、しばらく休養する人

App Store

はこちら◀

Google Play

ダウンロード

オリジナルマイボト
ルなどが抽選で当たる
省エネ・節電キャンペーンに応募で
きるアプリが誕生しました。
省エネ・節電といったエコ活動の
取り組みをアプリでサポート！
アプリをダウンロードしてエコ活
動に取り組んでみませんか？
※対象となる省エネ・節電キャンペー
ンについては、アプリからご覧いた
だけます。

告

できません。
なお、すぐに就職できない人については、理由により受給期間を延長
する制度もあります。詳細はハローワークにご相談ください。
◆早期に就職が決まった場合には「再就職手当」が支給されることも！
雇用保険失業給付が支給される日数は、「退職時の年齢」や「被保険
者の期間」
、「退職の理由」などにより決定します。自己都合などで退職
した人は、その他の理由の人よりも２〜３カ月遅れて支給開始となりま
す。
また、受給手続き後に早期に就職が決まった場合は、残りの支給日数
に応じて「再就職手当」が支給される場合があります。ぜひご活用くだ
さい！

石川県 温暖化・里山対策室
（☎076‑225‑1462）
広

すでに就職先が決まっており、就職活動をしない人も受給の手続きは

問い合わせ

ハローワーク羽咋（☎22‑1241）

欄

税務課
22‑1113
・収納係
・住民税係 22‑7130
・資産税係 22‑6901

会計課
環境安全課
農林水産課
・農業委員会

22‑7165
22‑7137
22‑1116
22‑1117

商工観光課
がんばる羽咋創生推進室

22‑1118
22‑7192
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■市民リサイクル銀行３月分

会社を退職される人へ

〜健康保険・年金の加入手続き〜
国民健康保険、国民年金の加入手続きは、市市民窓口課で行うこと

譲ってください
・キャッチャーマスクとプロテクター
（大人用・軟硬式）
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

ができます。

人口の動き
国民健康保険

■人口

20,913人(−27人)

退職すると、退職日の翌日で職場の健康保険の資格を喪失します。

□男性

9,909人(−10人)

職場の健康保険を任意継続するか、ご家族の健康保険の扶養に入る

□女性

11,004人(−17人)

場合を除き、国民健康保険の加入の届出が必要です。

■世帯数 8,547世帯(−６世帯)
＊令和３年２月１日現在

国民年金

(

20歳以上60歳未満の会社員の方が退職すると、加入していた厚生
年金から国民年金第１号被保険者への加入に切り替える手続きが必要
となります。

)内は前月比

※外国人住民を含む
【１月中の人口動態】
□出生

11人

□死亡

22人

また、扶養されていた配偶者（20歳以上60歳未満）の人も、国民

□転入など

36人

年金第３号被保険者から国民年金第１号被保険者への切り替え手続き

□転出など

52人

が必要となります。
これらの手続きを怠り、放置していると、将来的に受け取る年金額
が減るだけでなく、年金の受給権に重大な影響を与える場合もありま

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、下記

すので注意してください。

の期間、休館します。
３月１日㈪〜３月15日㈪

期間

手続きに必要なもの

歴史民俗資料館
（☎22‑5998）

・退職日を確認できる書類
（健康保険資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証、離職票など）
・窓口に来られる方の顔写真付き本人確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証など）

工事の発注状況
（１千万円以上）１月分
該当する工事はありませんでした。

問い合わせ

広

告

市市民窓口課 国保年金医療係（☎22‑7194）

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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＊入札結果は、市のホームページで公
開しているほか、どなたでも市企画財
政課(☎22‑7162)で閲覧できます。
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地域整備課
22‑7133
・施設管理係 22‑1119 ・企業経理係
・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
総務課
秘書課
監査委員事務局

22‑7162
22‑7161
22‑0771
22‑7167

選挙管理委員会
学校教育課
生涯学習課
文化財課

22‑7191
22‑7131
22‑9331
22‑7158

兵庫町信号
の交差点から
千里浜インタ
ーチェンジへ
向かって歩く
と、千里浜地内に、多くの公共
施設があることがわかります。
最初に右手に羽咋斎場。少し
歩くと左手に羽咋勤労者総合福
祉センター、ゲートボール場の
すぱーく羽咋、県営、市営のは
まなす団地、市が所有する宿泊
施設「ゆ華」が連なっています。
道を挟んだ向かいに道の駅のと
千里浜があります。その日は
「のどぐろ祭」が開催されており、
多くの人で賑わっていました。
そこから北に向かって歩くと、

まつかつ

みなぎ

いてかぜ さ

や ま と

うなばら

ま はる

少し覗いてみると、多くのお年
寄りの方が色々とお話しをされ
たり、食事をされたりしていま
す。ここは地元の冨山さんが毎
週日曜日、自宅を開放しお年寄
りが集まって交流できる場所と
なっています。このような場所
が千里浜には４か所あるとのこ
とです。
千里浜町を歩いてみると古い
歴史、そして全国に誇る観光資
源千里浜なぎさドライブウェイ、
千里浜インターチェンジ付近の
賑わい、そしてお年寄りを通じ
ての人との交流など魅力ある町
だと改めて感じました。

市 民 文 芸

余喜歌会

長女来て雪道つくり屋根雪崩

消雪の日々しあわせを謝す

和子

菊川あき映

テレビありコーヒーもある我が暮らし

時間はあるか知るよしもなし 小山

早々に寒波来たりて暮れの業

久恵

村田美紀子

芳子

村田美弥子

為さざるままにたぢろぎゐたり 野﨑

砂利に落つ南天探す幼子の

冷たき指に息を吹きかく

耳までもかくれる帽子友編みて

心温もる寒入りの朝

川口
告

温暖化進む止まるの分かれ際

永久凍土に未知のウイルス
広

ユ ーフ ォリ ア 千 里 浜、 そ し て
千里浜児童センターがあります。
千里浜郵便局前の信号を左に曲
がり、千里浜レストハウスへ。
建物の北側に、万葉集の歌
人・編さん者として知られる大
伴家持が能登国を視察・巡回し
たおり詠んだとされる歌碑があ
り、そしてその横には、
「令和」
の元号の名付け親とみられてい
る中西進先生の詠まれた歌碑が
建立されています。先生の歌碑
には「靺鞨の凍風去りし海原に
漲りわたる大和の真春」と刻ま
れています。
千里浜レストハウスの近くの
道を通ると民家の前に「おっち
ゃ家」ののぼり旗が見えます。

欄

議会事務局 22‑7160

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

コスモアイル羽咋
図書館
羽咋体育館
ユーフォリア千里浜

22‑9888
22‑9777
22‑3312
22‑9000

公立羽咋病院
はくい市観光協会
シルバー人材センター
道の駅のと千里浜

22‑1220
22‑5333
22‑2700
22‑3891
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市役所秘書課
広報広聴係

工業生が児童センターに 秘密基地”を寄贈
１月15日、羽咋工業高校３年の岩城槙冬さんと中村夏
旗さんが制作した 秘密基地 が、千里浜児童センター
へ寄贈されました。
基地の壁や屋根はスライドして開くようになっており、
顔を出せるようになっています。また、子どもが怪我を
しないよう、入口の回転扉は緩衝材を使い、木材の面取
りも念入りに行ってあります。
岩城さんは、
「自分の作ったもので子どもたちに喜んで
もらえてうれしい。安全に長く使ってほしい」と話しま
した。

岩城さん(左)と秘密基地で遊ぶ子どもたち

富永地区で左義長

児童らが見守る中、燃え上がる炎

１月15日、サービス付き高齢者向け住宅みずほ前の広
場で、富永公民館と富永地区まちづくり推進協議会によ
る左義長が行われました。
瑞穂小児童や地区住民らが見守る中、児童代表が組ま
れたやぐらに点火すると、書き初めや地区から集められ
たしめ飾りなどがあっという間に燃え、空に舞い上がり
ました。
最後に、瑞穂小６年生の村田幸さんは、「この炎のよ
うに、困難に負けず、何事にも頑張ります」とあいさつ
しました。

重要文化財防火訓練
１月23日と24日、市内の文化財建築物などを火災か
ら守るため、重要文化財防火訓練が行われました。
この訓練は、昭和24年、法隆寺金堂壁画が焼損して以
降、文化財に対する防火・防災意識の高揚を図ることを
目的として全国展開されている文化財防火運動の一環で、
羽咋市では23日に永光寺と豊財院、24日に妙成寺と気
多大社で訓練が行われました。訓練では、羽咋消防署や
地元消防団が連携を取りながら、一斉放水を行いました。
気多大社での放水訓練
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給食で 姉妹都市の味"を提供

※とっちゃなげ汁＝群馬県や埼玉県で食べられている
郷土料理。名前の由来は、すいとんを取って鍋に投
げ入れる「とってはなげ」がなまって「とっちゃなげ」
になったという説などがあります。

１月26日、市内の小中学校で、姉妹都市である群馬県
藤岡市の給食を参考にした給食を実施しました。
群馬県では、大豆や小麦の生産が盛んで、麦みそや小
麦粉を使った郷土料理が多く、今回の給食では、麦みそ
ソースを使ったハンバーグや、すいとんを入れた「とっ
ちゃなげ汁※ 」が提供されました。また、デザートには
群馬県産のイチゴが用意されました。
なお、昨年11月には、藤岡市の小中学校で、「ハタハ
タのから揚げ」や「とり野菜みそ」を使用した汁物など、
羽咋のメニューが提供されています。

ＩＣＴ活用授業を視察
１月29日、岸市長や八島和彦教育長、教育委員らが羽
咋小学校で、ICTを活用した授業の視察を行いました。
教員の端末から各児童の端末へ問題を飛ばし、児童ら
の回答・正答率などが即時集計されたり、児童らが作っ
た問題を全員で共有したりと、ICT環境を生かした形の授
業が行われていました。
羽咋市では、国のGIGAスクール構想に基づき、全小
中学校で１人１台端末が整備され、小学校では１年生は
タブレットを、２年生以上はＰＣを使用して授業が行わ
れています。

PCを活用した授業の様子

道の駅 のどぐろ祭
１月30日と31日、道の駅のと千里浜でのどぐろ祭が
開催され、のどぐろピザやのどぐろ重などの販売や、海
鮮鍋・牛炙り寿司の振る舞いなどが行われました。
また、全国スーパーマーケット協会が実施した お弁
当・お惣菜大賞 のパン部門で優秀賞を獲得した、ちり
はまホテルゆ華の のどぐろburger も販売されました。
開催直前に受賞の報道がされたこともあり、話題の一品
を味わってみようと多くの人が買い求め、短時間で完売
となりました。
好評を博したカキやハマグリの炉端焼き

鹿島路地区で住民アンケート
１月31日、鹿島路ふれあいセンターで、鹿島路町会役
員、生活支援協議体など関係団体23人が集まり、鹿島路
町の今後について、話し合いました。
まず、市民団体 ５色の絵の具 代表の定免久美子さ
んから、
昨年８月に実施した 中学生以上全員アンケート
の調査結果を報告するとともに、意見交換を行いました。
この調査結果を受け、役員らからは「耕作放棄地を活
用して作物を生産・販売し、その収益を高齢者支援に活
用する新たなコミュニティビジネスの仕組みを検討して
いきたい」との方向性が示されました。

調査報告会の様子

No.825 2021年３月 広報はくい
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市民カレンダー

市 ＝市役所

月 CALENDER

日

時

市役所代表電話(☎22‑1111)

行

事

名

場

所

担

2/26

㈮

10:00〜

市議会 定例会本会議
（開会・提案理由説明など）

市 議会議場

議会事務局

3/2
3

㈫

14:30〜

あそびの教室

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

4
8
9
10

３歳児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

㈭

13:00〜

１歳６か月児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

㈪

10:00〜

市議会

定例会本会議（質疑・質問）

市 議会議場

議会事務局

㈫

10:00〜

市議会

定例会本会議（質疑・質問）

市 議会議場

議会事務局

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

市議会

予算常任委員会

19:00〜20:30 ふれあいにほんごひろば

11
12

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

13:00〜

13:30〜

予算常任委員会

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター
市 議会議場

議会事務局

羽咋公民館

生涯学習課

市 議会議場

議会事務局

㈭

13:30〜

市議会

㈮

10:00〜

中学校卒業式

羽咋中、邑知中

学校教育課

13:30〜

市議会

市 議会議場

議会事務局

予算常任委員会

14:00〜16:00 季節の切り絵教室

テーマ：「黒髪」 コスモアイル羽咋

図書館

13

㈯

13:30〜

羽咋市少年少女発明クラブ
「日本の発明品」 閉講式

コスモアイル羽咋

生涯学習課

15
16
17

㈪

13:30〜

市議会

予算常任委員会

市 議会議場

議会事務局

㈫

13:30〜

市議会

総務民生常任委員会

市 議会議場

議会事務局

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

18

19
23
24

㈭

市議会

産業文教常任委員会

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター
市 議会議場

議会事務局

13:30〜16:00 総合相談（登記相談）

市 101会議室

市民窓口課

13:30〜16:00 総合相談（行政相談）

市 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）

市 203会議室

市民窓口課

13:30〜

当

10:00〜

小学校卒業式

羽咋小、瑞穂小、邑知小

学校教育課

10:00〜

こころのケアサポート

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

13:30〜15:00 栄養・運動教室

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

10:00〜

小学校卒業式

粟ノ保小、西北台小、余喜小 学校教育課

14:00〜

市議会 定例会本会議
（委員長報告・採決など・閉会）

市 議会議場

議会事務局

㈫

13:00〜

4か月児健診

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 羽咋市シルバー人材センター

10:00〜12:00
出張年金相談窓口の開設 （要予約）
13:00〜16:00

市 101会議室

市民窓口課

10:30〜15:00 まんまくらぶ

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

19:00〜20:30 ふれあいにほんごひろば

羽咋公民館

生涯学習課

㈮

27

映画上映会『サミーとシェリー 七つの
コスモアイル羽咋
㈯ 14:00〜15:30 海の大冒険』（約87分）

29
31

㈪

11:00〜11:30 よちよちおはなし会

コスモアイル羽咋

㈬

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 羽咋市シルバー人材センター

図書館
図書館

※各種行事については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、中止・延期などの措置が取られる場合があります。
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※発熱症状のある人は、診療時間について事前に医療機関へお問い合わせください。
※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月の休日当番医
(午前９時〜正午：事前連絡必要)

休日当番医

７日 平場内科クリニック
（日） 田村眼科クリニック

小児

羽 咋 市 中 央 町

22‑0238

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑0026

とどろき医院

羽咋市
22‑7855
鶴多町

14日 向クリニック(外科・内科) 志賀町富来領家町 42‑1151
恵寿総合病院
（日） いがわ内科クリニック
羽 咋 市 鶴 多 町 22‑7800

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

20日 四蔵医院(内科)
（土・祝） 松江外科胃腸科医院

志 賀 町 仏 木

37‑1030

羽咋市松ケ下町

22‑7888

志 賀 町 高 浜 町

32‑5307

羽 咋 市 島 出 町

22‑2479

国立病院機構
七尾病院

七尾市 0767‑
松百町 53‑1890

公立能登総合病院

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

28日 河﨑医院（外科・胃腸科・内科） 志 賀 町 高 浜 町 32‑0019 さはらファミリー
（日） 保志場内科クリニック
羽 咋 市 的 場 町 22‑0807 クリニック

七尾市 0767‑
石崎町 62‑3765

21日 志賀クリニック（内科）
（日） 松江産婦人科内科医院

羽咋市少年少女発明クラブ 第15期生募集
理科工作や科学実験のほか、発明工夫展見学などに参加してくれるクラブ生を募集しています。
また、指導補助をしてくれるボランティアも募集しています。
対象

令和３年度に新３年生、新４年生になる児童

定員

先着20人

活動日

原則毎月１回、土曜午後（開講式４月10日）

活動場所

コスモアイル羽咋 研修室ほか

クラブ費

年間2,000円（活動保険、材料費など）

募集開始

３月３日㈬〜定員になり次第締切

問い合わせ・申込み
コスモアイル羽咋 羽咋市少年少女発明クラブ（担当：森田 ☎22‑9888）

令和２年羽咋市体育協会
優秀選手・奨励選手賞を表彰
令和２年中に各種スポーツ大会で優秀な成績
を収められた人を、羽咋市体育協会が表彰しま
した。
今回、新型コロナウイルス感染症で各種ス
ポーツ大会などが減少している中、優秀な成
績を収めた優秀選手賞34人、奨励選手賞15人、
指導者感謝状１人が受賞されました。
※被表彰者は、市ホームページで閲覧できま
す。

問い合わせ 市生涯学習課 スポーツ推進係（☎22‑3312）

にっぽん縦断こころ旅 お手紙募集
NHK‑BSプレミアムで放送予定の「にっぽん縦
断こころ旅」が、３月29日に長崎県からスタート
します。皆さんからのお手紙で旅ルートを決定する
ため、市内の「忘れられない場所、風景」にまつわ
る手紙を募集しています。
応募期限 ４月５日㈪必着
応募内容 住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思
い出の場所、風景にまつわるエピソード
応募方法 ・番組ホームページ
http://www.nhk.jp/kokorotabi
・FAX 03‑3465‑1327
・郵送 〒150‑8001 NHK「こころ旅」係
石川県の放送予定 ５月17日㈪〜５月21日㈮
NHKふれあいセンター（☎0570‑066‑066）
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なぎさの正倉院のたからもの

りました。市では今後、国が定める優

寺家遺跡から出土した
「神まつりの道具」

神まつりの道具

どうきょう

まがたま

ちょくとう

どうせん

寺家遺跡は、奈良・平安時代の銅鏡や勾玉、直刀、銅銭、
さんさい と う き

さいし ぐ
しょうそういん

先順位に応じて接種を受けることがで
きます（4㌻）。
一方で、世間の関心が高い新たな物
事が出てくると、悪いことを考える人

出土し、その良好な保存状態から「なぎさの正倉院」とも

が出てきます。国内では、ワクチン接

呼ばれています。これらは、神社の「祭祀（神まつり）」

種に乗じて個人情報を聞き出したり、

に使用されたもので、178点もの出土があり、地方でこれ

金銭を要求したりする事例が増えてい

だけの数の古代祭祀遺物が発見された遺跡は他になく、貴

るようです。

重な資料となっています。また同時に、これらを使用した
古代の「神職」が存在したことも伝えており、奈良時代か
ら存在する気多大社との関係が指摘されています。
寺家遺跡と古代の気多大社の関係を調査研究することは、
古代羽咋の神社信仰の歴史を知ることにつながっています。
寺家遺跡は、奈良・平安時代の「古代の祈りを知る遺跡」

ワクチン接種費用は全額公費で、市
民の皆さんに金銭を求めることは一切
ありません。また、電話などで個人情
報を聞き出すことはありません。
市から郵送で個別にご案内しますの
で、しばらくの間お待ちください。
（谷村）

として、重要な歴史的価値を有しています。
広報に掲載した各種行事については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、中止・延期などの措置
が取られる場合があります。行事実施の有無については、お手数ですが主催者へお問い合わせください。

広報はくいは、再生紙と植物油インクを使用しています。
羽咋市は、環境保全活動を積極的に推進しています。
PIN No.P13‑0179

古紙配合率100％再生紙を使用しています

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

TEL 0767‑22‑0771 FAX 0767‑22‑8109
ホームページアドレス https://www.city.hakui.lg.jp
メールアドレス kouhou＠city.hakui.lg.jp

三彩陶器などの貴重な祭祀具（神まつりの道具）が豊富に
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ナウイルスワクチンの先行接種が始ま
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