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コロナ禍だからこその修学旅行

空の旅

と

空育

５月12日、羽咋中学校と邑知中学校が修学旅行を行いました。
日本航空と日本旅行の多大な協力のもと、コロナ禍で運休となっている
国際線の航空機をチャーターした小松空港発着の空の旅を実施しました。
飛行機は小松空港を出発し、富士山や能登半島の上空などを周遊。通常
の飛行機では通れない羽咋市上空も、1,200mまで高度を落として何度も
旋回飛行し、生徒らは、窓から見るふるさとの景観に歓声を上げ、住んで
いる羽咋市の魅力を再発見しながら、貸し切りのフライトを楽しみました。
また、日本航空社員による職業教育

空育

として、

。
空港アナウンスや機体整備などの学習・体験が行われました。
●
羽咋市

小松空港

搭乗前

のアナ

ウンス

を体験
！

● 名古屋

機内アナウンスを体験！
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千里浜海岸も見下ろせました

機内から
見る能登
半

島

富士山

雲を突き出た富士山もくっきり
この地図は、取材をもとに作成した略図です。実際の航空ルートを示したものではありません。
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聖火は︑３月 日に福島県

谷内

古永

出村

髙田

上田

今井

甫堂 さん

健雄 さん

亮一 さん

瑠葵 さん

丞政 さん

亮宏 さん

︵

23
音順︶

聖火ランナーの皆さん

羽咋市在住の

に東京へ届けられます︒

かけて全国を巡り︑７月 日

を出発しており︑１２１日間

25

横山ゆかり さん
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東京2020オ
聖火トーチ
50

６月１日︑湯っ足りパーク
︵ 七 尾 市 ︶ で︑ 東 京 ２ ０ ２ ０
オリンピック聖火トーチキス
リレーが行われました︒
当 初︑ 羽 咋 市 で の 聖 火 リ
レ ーは 千 里 浜 な ぎ さ ド ラ イ
ブ ウ ェイ を 走 る 予 定 で し た
が︑新型コロナウイルス感染
症の状況を踏まえ︑公道での
リレーは取りやめ︑無観客で
トーチキスリレーという形で
実施︒
会場内に設置されたステー
ジ上で︑ランナーの皆さんが
それぞれの思いを胸に火をつ
なぎました︒

リンピック
キスリレー

ユニフォームやトーチを展示中

道の駅のと千里浜では、古永さんのご厚意により、実際に使用した

ユニフォームやトーチを展示しています。

写真撮影もＯＫ。ぜひご覧ください。
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損害保険ジャパン株式会社と
包括連携協定を締結

５月28日、損害保険ジャパン株式会社（以下、損保ジャパン）と羽咋市は、地方創生に係る包括連
携協定を締結しました。
市役所で行われた締結式では、同社金沢支店の奥田健太郎支店長と岸市長が、以下を主な内容とする
協定書に署名しました。
▶連携事項
１ 千里浜海岸の再生や保全を主とする地域創生に関すること
２ 防災・減災に関すること
３ 地域社会の住民サービスの向上に関すること
４ 安全・安心なまちづくりに関すること
５ 女性活躍に関すること
▶具体的な取り組み
・自動車保険のチラシで、千里浜海岸保全のＰＲを実施。保険料の一部を千里浜再生の協賛に充てる
・なぎさクリーン運動を共同実施する
・損保ジャパン代理店と連携し、災害時に災害支援ステーションとして活用するほか、大型ドロー
ンによる支援を行う

など

ご協賛をいただきました
協定締結に先立ち、損保ジャパンの代理店ネットワークを形成している、AIRオートクラブ石川
支部と、JSA中核会金沢支部が、千里浜再生プロジェクト実行委員会への協賛金各10万円を岸市長
に手渡しました。
なお、損保ジャパンからも、3月17日に10万円の協賛金をいただいています。
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栄えある叙勲受章おめでとうございます
春の叙勲

高齢者叙勲

旭日双光章

瑞宝小綬章

小倉

池田 三郎 さん

淳 さん

（78歳、南中央町）

（88歳、東川原町）

永年にわたり建設業に従事し、令和元年には石
川県建設業協会会長を務めるなど、社会資本の
整備に尽力。平成22年秋の褒章で、黄綬褒章
を受章。
受章後、６月７日に市役所へ訪れた小倉さんは、
「建設業協会の社会貢献を評価していただけた
と思っている」と述べられました。

37年間の永きにわたり、教員として勤務。う
ち24年間は羽咋高校で勤務。数学を担当した。
池田さんは、「すばらしい生徒に恵まれて幸せ
だった。OB、保護者とのかかわりの中で多く
を勉強させていただいた。同窓会などにも招か
れてありがたい」と述べられました。

功績のあった消防団員を表彰
永年にわたり消防団活動に従事され、活躍された方々に対し、その功績を称えるものです。
令和３年度は、以下の方々が表彰されました。
◆石川県知事表彰

◆羽咋郡市消防団連合会定例表彰

第５分団

団

員

浜名

正典

優良消防団表彰

第６分団

第６分団

団

員

塩谷

悟

永年勤続功労章表彰

第１分団

副分団長

池田

博明

第２分団

部

長

九笹

滋

第２分団

班

長

明

◆公益財団法人石川県消防協会定例表彰
功 労 章 表 彰

功 績 章 表 彰

勤続功労章表彰

英一郎

団 本 部

団

員

虎尾

由香

第２分団

団

員

安田

大樹

第１分団

班

長

永井

利昌

第３分団

団

員

太田

敬三

団 本 部

団

長

長浦

和弘

第３分団

団

員

岡山

益也

団 本 部

副団長

松生

朋広

第６分団

団

員

山戸

健志

第６分団

団

員

本吉

敏康

第２分団

班

長

高澤

敏成

第３分団

班

長

平内

大樹

第１分団

副分団長

池田

博明

第５分団

班

長

山口

吉春

第２分団

部

長

九笹

滋

第５分団

団

員

備後

友孝

第２分団

班

長

明

第６分団

団

員

本吉

雅樹

第２分団

団

員

安田

大樹

第３分団

団

員

太田

敬三

第３分団

団

員

岡山

益也

第６分団

団

員

山戸

健志

第６分団

団

員

本吉

敏康

問い合わせ

優良団員表彰

英一郎

市環境安全課（☎22‑7176）
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事業者の皆さまへ

輝くはくい活性化給付金
に関するお知らせ
市では、新型コロナウイルスの影響で、営業自粛などにより事業縮小等を余儀なくされた事業者を支
援するため、輝くはくい活性化給付金を給付します。
概要
対 象 者 市内に本店登記地を有する法人または住所 羽咋市起業家支援補助金の交付決定を受け、
を有する個人事業主

令和２年中に開業した事業者

主な要件 令和３年１月から同年６月の事業収入が、 令和３年１月から同年６月の月平均の事業収
令和元年同月比で20%以上減少している 入が、令和２年の平均月額と比べて、減少ま
月があること

たは20％以下の増加となっていること

給 付 額

最大20万円（１万円未満切り捨て）

※市税に滞納がある場合は、事前に相談をお願いします。

受付期間 令和３年５月６日㈭〜令和４年２月15日㈫
申請方法
１ 申請に必要な書類の入手方法
⑴ 市ホームページからダウンロード
⑵ 市役所２階 商工観光課
⑶ 羽咋市商工会
２ 申請書の提出方法
⑴ 郵送によるもの
令和４年２月15日㈫以前の消印があるものを有効とし、簡易書留など郵便物の追跡ができる方
法でお願いします。
【宛先】〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地 羽咋市商工観光課
⑵ 電送によるもの
申請書、誓約書、添付書類をデータ化し、以下に送信してください。
メールアドレス kyufu@city.hakui.lg.jp
⑶ 持参によるもの
市役所２階 商工観光課で受付します
問い合わせ

市商工観光課（☎22‑1118）

抗原検査キットを学校に配備します
学校で新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合、ＰＣＲ検査対象外の児童生徒に対して
安全・安心を確保するとともに、保護者の不安を取り除くため、学校に抗原検査キットを配備します。
希望する保護者で、学校長が適切と判断した場合に検査キットを配布しますので、家庭で検査を行っ
てください。
なお、抗原検査キットは研究試薬であり、判定結果は、その時点での目安であり、診断するものでは
ありませんが、感染状況を知る一助としてご利用ください。
問い合わせ
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市教育委員会 学校教育課（☎22‑7131）

新型コロナウイルスの影響を受けた人は

保険料などが減免されます

新型コロナウイルス感染症の影響により各要件を満たす人は、保険料の減免などが受けられます。
国民健康保険

対象者
措置
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤 国民健康保険税を
な傷病を負った世帯の人
全額免除

介護保険

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少
が見込まれる世帯の人で、下記①〜③をすべて満たす人
申請・問い合わせ 市税務課 住民税係 ③番窓口（☎22‑7130）
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤
な傷病を負った第１号被保険者

国民健康保険税の
一部を減額
介護保険料を
全額免除

後期高齢者医療

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少 介護保険料の
が見込まれる第１号被保険者で、下記①、②をすべて満たす人
一部を減額
申請・問い合わせ 市地域包括ケア推進室 介護高齢者係 ⑧番窓口（☎22‑5314）
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤 後期高齢者医療保険料を
な傷病を負った世帯の人
全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少 後期高齢者医療保険料の
が見込まれる世帯の人で、下記①〜③をすべて満たす人
一部を減額
申請・問い合わせ

石川県後期高齢者医療広域連合（☎076‑223‑0140）
市市民窓口課 国保年金医療係 ④番窓口（☎22‑7194）

保険料などが一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、
① 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて30％以上減
少する見込みであること
② 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
③ 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
注：申請にあたっては、令和３年１月以降の収入を証明する書類が必要です。

家庭ごみの捨て方（新型コロナ対策）
新型コロナウイルスなどの感染症対策として、以下のことに気を付けていただくことで、ご家族など
への感染を防ぐだけでなく、ごみを収集・処理する作業員にとっても有効な対策となります。皆さまの
ご協力をお願いします。
・ごみ袋１袋に入れるごみの量は、袋をしっかり縛って封ができる量にする。
・マスクなどは直接触れないようにビニール袋などに入れ、密閉した上で市指定ごみ袋に入れる。
・収集作業中にごみ袋が破裂しウイルスなどが飛散することを防ぐため、袋の空気を抜いて出す。
・収集作業中の飛沫を防ぐため、生ごみはいつも以上にしっかり水切りする。
・普段からごみの減量を心がける。
・分別・収集ルールを守る。
【使用済みマスクやティッシュなどの捨て方】
①ごみ箱にごみ袋をかぶせま
す。いっぱいになる前に早
めに封をしましょう。

②マスクなどのごみに直接触
れることがないよう、隙間
なくしっかりしばります。

問い合わせ

③ごみを捨てた後は石鹸を使
って、流水で手をよく洗い
ましょう。

市環境安全課（☎22‑7137）
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令和３年 第２回

市議会
定例会

地域経済対策

説明に立つ岸市長

令和３年第２回羽咋市議会定例会は、６月７日から６月22日まで
行われました。令和３年度一般会計補正予算案をはじめとする議案
などが審議されました。
岸市長は、６月７日、提出議案の説明に立ち、提出議案の概要と、
当面の課題や取り組みについて説明しました。
主な内容は次のとおり。

新型コロナウイルス
感染症の状況
本市では注意喚起や感染防止対
策の周知に努めていますが、高齢
者施設でクラスターが発生し、危
機感を強めるとともに、一層の感
染防止対策を講じなければならな
いと考えています。
また、市内の小中学校で、５月
に入り、児童、生徒、職員の感染
が判明しました。ただちに能登中
部保健福祉センターの指導を受け、
学校施設内の消毒を行うとともに、
濃厚接触者などの調査やPCR検
査を実施し、陰性を確認したうえ
で学校を再開しました。
引き続き感染予防に努めるとと
もに、５月25日から「抗原検査
キット」を各学校に配備しており、
児童、生徒の安全・安心を確保し、
保護者の皆さまの不安を取り除く
対応を行っていきます。

新型コロナワクチン
接種状況
５月12日から75歳以上の高齢
者を対象に、５月26日からは65
歳以上75歳未満の高齢者を対象
に、コスモアイル羽咋と公立羽咋
病院で集団接種を開始しており、
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６月14日からは市内医療機関で
の個別接種を開始します。
予約の状況については、６月４
日時点で、65歳以上の高齢者の
約８割の方が予約済で、７月中に
は希望するすべての高齢者の接種
を完了する見込みです。
なお、65歳未満の方の接種に
ついては７月中の開始を予定し
ており、６月末に50歳から64歳
の方へ、７月中には50歳未満の
方へ接種券を送付する計画です。
50歳未満の基礎疾患を有する方
へは、申出により接種券を優先し
て送付します。
本市では、高齢者へのワクチン
接種が円滑に行われるように、介
護施設などの管理者や介護支援専
門員を対象に説明会を開催し、予
約や必要書類の確認などの支援に
ご協力いただいているほか、一部
の町会などでも、予約の支援や集
団接種会場への送迎などの支え合
いが行われています。
また、介護サービス事業所に対
する本市独自の支援として、利用
者や従事者の感染拡大防止、事業
継続の安定を図ることを目的に、
PCR検査や感染症対策に係る物
品購入などに使える交付金制度を
新設しました。

本市では、昨年度に続き、独自
の経済支援策を行うことで、地域
経済の停滞や縮小を最小限に抑え
るよう取り組んでいます。
プレミアム付UFO商品券につ
いては、概ね予定どおりの２万
5,552口の申込みがあり、抽選を
行わずに５月24日から販売を開
始しています。
テイクアウト商品券については、
５月27日から受付を開始してお
り、７月１日から市内５か所の郵
便局と金丸郵便局で販売を行って
いきます。なお、販売期間内に休
日販売日を設け、購入者の利便を
図ります。
また、２割以上売上が減少した
事業者に対し、最大20万円の給
付を行う「輝くはくい活性化給付
金前期分」の受付を５月６日から
開始しています。
今後も、市内事業者の方々の事
業継続に向け、羽咋市商業協同
組合が発行するUFOカードへの
20％分のポイント付与や、羽咋
市商工会が発行するUFO商品券
への20％分のプレミアム付加な
ど、切れ目のない施策を実施して
いきます。

新しい生活様式に
対応した業態への転換
内閣府の「地方創生テレワーク
交付金」について、能登千里浜レ
ストハウスでの施設改修などへの
活用が採択され、６月末には竣工
の見込みと伺っています。
現在、本事業は、２回目の募集
がなされており、本市でも新たな
事業者の提案を募集しています。
今後、拡大が予想されるテレ
ワークやワーケーションについて
は、今年度から体験型観光とも結
びつけながら、積極的に推進して
いきたいと考えています。

第２回羽咋市議会定例会

移住・定住の推進
去る３月23日、七尾市・中能
登町と、広域的な移住推進・関係
人口拡大に取り組むため、能登地
域移住交流協議会の設立総会を開
催し、事業計画やスケジュールな
どを決定しました。
今年度は、行政と経済団体や観
光団体などの人材で構成する「企
画部会」、「ワーケーション部会」、
「移住プランナー部会」の３つの
部会を設置し、具体的事業に取り
組んでいきます。
特に、重点事業として掲げる
「ワーケーション」については、
家族向けや企業向けの広域的なモ
ニターツアーを実施し、都市部の
ニーズに合った商品を検討してい
きます。
また、３市町の移住・定住を広
域的にサポートする「移住プラン
ナー」を８人選任し、民間主導に
よる移住者の受入体制の構築を
図っていきます。さらに、首都圏
の飲食店とも連携し、特産品販売
やイベントの開催を行っていきま
す。
コロナ禍ということもあり、ま
ずは３市町共同のホームページ開
設による情報発信や、オンライン
を活用したPRなどを積極的に展
開していきます。

体的に進めていきます。
川原町線については、５月に実
施設計に着手しており、補償費算
定のうえ、引き続き用地の取得を
進めていきます。
長者川の整備については、事業
主体の石川県から、７月に実施設
計に着手する予定と聞いており、
連携と調整を図りながら、事業を
進めていきます。

千里浜IC周辺の
土地利用構想

改修に向けた調査・設計を行いま
す。御坊山定住促進住宅について
は、耐用年数に達する令和20年
ごろに解体し、建替えまたは民間
住宅の借上げを検討していきます。
また、低所得者向けの松ヶ丘住
宅については、旧耐震基準の建物
であり、老朽化が著しく耐震性を
確保することが難しいため、令和
５年度の解体に向けて入居者の理
解を求めたいと考えています。
はまなす団地については、耐用
年数に達する令和20年ごろまで
通常の修繕を行いながら、別の場
所での建替えを検討していきます。

生活環境や交通環境の良さを生
かし、住宅や商業用地としての土
地利用を進めていきます。
空き家の有効活用
住宅用地については、定住人口
の拡大を目的に、20区画程度の
市内の空き家の有効活用につな
新たな宅地造成を進めていく考え
げるため、今年度から、
「空き家
です。現在、市街地を形成するた
活用による定住支援活動交付金制
めの生活道路と、分譲地整備に必
度」を拡充し、町会の仲介のもと、
要な測量、造成設計に着手し、秋
空き家情報バンクに登録が行われ
ごろから用地交渉に入る予定であ
た場合には１件あたり３万円、当
り、令和４年度の造成工事着手を
該物件が成約した際には７万円を
目指しています。
町会へ交付することとしました。
商業用地については、本市の海
また、空き家実態調査により判
側の玄関口として、
「道の駅のと
明した空き家575件のうち、利活
千里浜」や「ちりはまホテルゆ華」 用可能な状態の287件の所有者に
などとの相乗効果により、新たな
対して、
「空き家活用に関する意
賑わいを創出できるよう、県道若
向調査」を今年３月に実施しまし
部千里浜インター線沿道で、民間
た。回答いただいた102人のうち、
事業者による土地利用や開発を促
20人から空き家情報バンク登録
進していきたいと考えています。
の意思表示があったので、今後、
このため、関係各課の職員で構
順次登録を行い、移住希望者の受
羽咋駅周辺整備
成するプロジェクトチームを立ち
入環境の整備につなげていきます。
交流拠点施設については、設計、
上げたところであり、千里浜IC
運営管理、商業施設の提案を募集
周辺の開発を早期かつ円滑に進め 【上程された主な議案】
するため、本事業に関する市の考
ていきます。
〈市長提出分〉
え方を示した「実施方針」と市が
◆令和３年度羽咋市一般会計補正
事業者に要求するサービスの水準
予算（第３号）
市営住宅整備基本計画
を示した「要求水準書(案)」を公
◆コスモアイル羽咋及び羽咋市立
表し、事業者からの質問や意見を
市営住宅の効率的かつ円滑な更
図書館の指定管理者の指定につ
集約しました。これらを踏まえ６
新を図り、社会情勢や住宅事情の
いて
など
月下旬に事業者を公募し、優先交
変化を踏まえて住宅を供給するた
渉権者などの決定は11月を予定
め、市営住宅の整備について、今
【一般質問】
しています。
後20年間の計画を策定しました。
質問内容や市長はじめ執行部から
周遊連絡道路については、５月
整備方針として移住定住者向
の答弁内容は、
近く発行される『市
に道路や橋梁設計に着手しており、 けの島出定住促進住宅について
議会だより』をご覧ください。
交流拠点施設の敷地造成設計と一
は、今年度、令和４年度の大規模

No.829 2021年７月 広報はくい

11

令和３年度 公立羽咋病院職員採用候補者試験
１ 職種、採用予定人数など
職種

採用予定
人数

薬剤師

１人

薬剤師免許を有する人、
または令和４年４月末までに取得見込みの人

診療放射線技師

１人

診療放射線技師免許を有する人、
または令和４年４月末までに取得見込みの人

栄養士

１人

理学療法士

１人

言語聴覚士

１人

言語聴覚士免許を有する人、
または令和４年４月末までに取得見込みの人

看護師

５人

看護師免許を有する人、
または令和４年４月末までに取得見込みの人

年齢

受験資格

昭和57年４月２日
以降に生まれた人
（令和４年４月１日
現在40歳未満）

栄養士免許を有する人、
または令和４年４月末までに取得見込みの人
理学療法士免許を有する人、
または令和４年４月末までに取得見込みの人

昭和47年４月２日
管理栄養士

以降に生まれた人

１人

（令和４年４月１日

管理栄養士免許を有する人、
または令和４年４月末までに取得見込みの人

現在50歳未満）
※詳細は公立羽咋病院ホームページ、採用情報をご確認ください。

２ 採用年月日

５ 受験申込書の配布方法
⑴ 公立羽咋病院ホームページからダウンロード

令和４年４月１日

⑵ 公立羽咋病院２階総務課で交付

３ 試験日・会場

⑶ 「職員採用試験申込書請求」と朱書きした封筒

１次試験：８月 ８日㈰予定

に、120円切手を貼った返信用封筒（角形２号、

２次試験：８月28日㈯予定

返信先を明記すること）を同封して請求

会場：公立羽咋病院

４ 受験申込受付期間
７月１日㈭〜26日㈪

郵送必着

持参の場合は公立羽咋病院２階総務課で
受付。
平日：８:30〜17:15
第２・４土曜日：８:30〜12:30

問い合わせ・申込み先

公立羽咋病院

総務課(☎22‑3307)

〒925‑8502 石川県羽咋市的場町松崎24番地
ホームページ https://www.hakuihp.jp/
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後期高齢者医療制度に加入の皆さまへ
1. 後期高齢者医療被保険者証（保険証）は毎年８月１日で更新となります。
（1）新しい保険証をご自宅へ郵送します。
現在お持ちの保険証は、有効期限が令和３年７月31日となっています。
７月下旬までに新しい保険証をお届けしますので、８月１日以降は新しい保険証（桜色）をお使いく
ださい。
【ご注意いただくこと】
①新しい保険証は簡易書留で郵送します。郵便配達員から手渡しで受け取ってください。８月にな
っても届かない場合は、国保年金医療係へご連絡ください。
②保険証に記載されている一部負担金をご確認ください。前年中の所得に応じて１割負担または３
割負担となります。
③現在お持ちの保険証（青色）は、８月１日以降使用できませんので、ご自身で破棄してください。
（2）該当の人には「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を同封します。
現在、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちで、令和３年度
も引き続き認定要件に該当する人には、新しい限度額適用認定証を保険証とともに郵送します。
※住民税非課税世帯に該当する人には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、また、現役並み所得
（負担割合３割）の人で住民税課税所得が690万円未満の人には、
「限度額適用認定証」を発行しています。
毎年８月１日が更新日となっております。申請については、国保年金医療係へお願いします。

2. 令和３年度の保険料額決定通知書を郵送します。
保険料は、前年中の所得をもとに決定し、７月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。
3. 新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルスの影響を受けた人への対応として、傷病手当金の支給や支払い猶予などを行って
います。詳細は、９㌻をご覧ください。
問い合わせ

石川県後期高齢者医療広域連合（☎076‑223‑0140）
市市民窓口課 国保年金医療係 ④番窓口（☎22‑7194）

羽咋市国民健康保険に加入の皆さまへ
７月は保険証の更新時期です
現在お使いの国民健康保険被保険者証（保険証）は、７月31日で有効期限が切れますので、新しい
保険証を７月下旬に簡易書留で世帯主宛に郵送いたします。
お手元に届くまでに時間がかかる場合がありますので、８月になっても新しい保険証が届かない場合
は、国保年金医療係までご連絡ください。
ご留意
70歳から74歳までの国民健康保険加入者の方には、被保険者証と高齢受給者証が１つになった
「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。なお、高齢受給者証に記載される自己負担の割合は、
前年中の所得に応じて２割または３割となります。
※古い被保険者証及び高齢受給者証は、ご自身で破棄してください。
（市に返却する必要はありません。）
問い合わせ

市市民窓口課 国保年金医療係 ④番窓口（☎22‑7194）

No.829 2021年７月 広報はくい
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羽咋市市民提案型まちづくり支援事業」

２次募集

３ 助成金額（上限額）

１ 対象事業
市民の皆さんが提案し、自分たちで実施する
事業で、
「３年後にこういう町、こういう活動
をしたい」という目標を明確にし、新しい工夫
や発展性を取り入れ、助成期間終了後も継続が

30万円／年（修繕費と備品購入費は上限あり）
４ 助成率
10/10（ただし､ 施設の修繕と備品購入費は1/2)
５ 申請締切

期待できる事業。

７月26日㈪

２ 対象団体
市内に活動拠点などがあり提案事業を誠実か

６ 説明会

つ確実に実施できる、５人以上で構成する市民

⑴ 日時

７月12日㈪

団体など

⑵ 場所

羽咋市役所 ３階302会議室

問い合わせ・申請先

午後７時〜

市企画財政課 羽咋創生推進係（☎22‑7192）

鳥獣被害を防ぐために
〜市からの支援・助成を紹介〜
１

電気柵の貸し出し
農作物などへの被害を防ぐために電気柵の貸
し出しを行っています。貸し出しを希望する人
は町会を通じて市へご相談ください。

３ 狩猟免許取得の助成
【新規】
⑴対象者 羽咋市在住で新規で狩猟免許を取
得した後、石川県に狩猟者登録をし、有害
鳥獣捕獲従事者として捕獲業務を遂行でき
る見込みのある人
⑵助成金額
第１種銃猟免許 30,000円
第２種銃猟免許 30,000円
わな猟免許
10,000円

２ イノシシ捕獲奨励金の交付
対象者と対象期間
①有害鳥獣捕獲従事者証の交付を受けた人は
１年を通じて交付対象となります。
②狩猟者登録を行っている人は11月から３月
が対象期間となります。
奨励金額（一頭あたり）
国と市から合わせて8,000円〜 23,000円が
交付されます。

【更新】
⑴対象者 羽咋市在住で令和３年４月１日以降
に狩猟免許を更新した人
⑵助成金額
第１種銃猟免許 15,000円
第２種銃猟免許 15,000円
わな猟免許
5,000円

※イノシシやクマなどを目撃した場合は刺激しないように、静かに立ち去りましょう。
鳥獣の被害や対策などについては市農林水産課までご相談ください。

問い合わせ
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市農林水産課（☎22‑1116）

７月・８月は、イノシシ
被害防止強化月間です

家族川柳を募集

子育て標語を募集

思いを
伝える

家族川柳作品を募集します。５･ ７･ ５の17音

子育て標語作品を募集します。自分の気持ちを

で、自分の気持ちを伝え、お互いの気持ちを理解

伝えて、家族のふれあいを深めましょう。

して、家族のふれあいを深めましょう。

1 内

1 内

容

の想いをしたためた５･ ７･ ５の17音

を一組とします。

の句を詠みます。
2 テーマ 「家族のふれあい」
例句（令和２年度子育て標語集より）

例句（令和２年度羽咋市入選作品より）
初句「あいさつは 元気になれる まほうだね！」 小３女
返句「そのまほう いろんな人に つかってね！」 母

象

心に思いつくままの言葉で、子どもへ

家族で作った２つの句（初句・返句）

2 テーマ 「家族のふれあい」

3 対

容

「チャンス来た!! 今度は僕が 母のひざ」母

3 対

象

乳幼児の保護者など

市内在住の小学校３〜６年生、中学生、

4 応募締切

高校生とその保護者

5 その他 入選作品は、市文化祭に展示予定です。

4 応募締切 ９月２日㈭まで
5 その他 入選作品は、市文化祭に展示するとと
もに、作品集に掲載予定です。

モデルロケット講座
参加者募集
体験は、想像を超える。
超小型のロケットを手作りして、打ち上げて
みませんか？
火薬エンジンを使用し、時速180㎞で、高度
100ｍ以上飛翔します。

９月２日㈭まで

問い合わせ・送付先 〒925‑8501 羽咋市旭町ア200番地
市教育委員会内・市家庭教育推進協議会（☎22‑9331）
市少年育成センター

羽咋市文化協会の作品
を市役所で展示中
今年４月から、市役所玄関ロビーで羽咋市文
化協会の作品を展示しています。
文化協会の所属団体が交替で展示しますの
で、市役所にお越しの際はぜひご覧ください。
期

間

協

会

名

７月 羽咋写真協会
日

時

７月24日㈯、25日㈰

８月 羽咋市華道協会

13:00 〜 15:00（雨天中止）

９月 羽咋市華道協会

活動場所

コスモアイル研修室、芝生広場

１０月 羽咋市手芸協会

募集人数

各日10組（親子参加可）

１１月 羽咋美術協会

参 加 費

1,000円

１２月 羽咋市書道協会
１月 羽咋写真協会

(モデルロケット１機分。２機目+500円)
その他

２月 羽咋市手芸協会

各自検温、マスク着用

３月 羽咋美術協会
申込み・問い合わせ
コスモアイル羽咋（☎22‑9888、FAX22‑1947)

※展示期間や団体は、変更する場合があります。

問い合わせ

市生涯学習課（☎22‑9331）
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認知症相談窓口をご利用ください！

お気軽に相談してください

羽咋市では「まちの認知症相談員」を６人配置し、身近な相談窓口を設
けています。
「物覚えが悪くなり、家族に叱られることが多くなった」
「通帳や保険証
をしょっちゅう探している」
「同じ話を繰り返すのでイライラしてしまう」
「何週間もお風呂に入りたがらない」
「専門の病院に連れて行った方がよい
のか迷う」など、「もしかして認知症かな？」と心配に思うことや困って
いることがありましたら、お気軽にご相談ください。
堀田
森川
井表
桝田
北出
毛利

名前
和美
みなこ
芳美
一美
由美子
美江子

施設名
唐戸山ホーム
たきのーほーむ風和里
看護小規模多機能あわらんち
ケアホームわたぼうし
たきのーほーむ福の神
ケアほーむはくい楓の家

住所
南中央町キ154番地13
千里浜町ソ３番地３
粟原町イ110番地
福水町ろ33番地１
四柳町つ17番地
寺家町テ48番地１

連絡先
22‑2828
22‑3366
22‑0107
26‑8201
26‑8022
23‑4853

認知症の方への接し方ＤＶＤを貸し出します
羽咋市認知症キャラバン・メイトの協力のもと、認知症の方への接し方DVDを作成しました。
認知症で記憶力などが低下しても、人としての豊かな感情は失われていません。周囲の関わり方で症
状の多くを和らげることができます。貸し出しを希望される場合は、以下へお問い合わせください。
なお、動画は市ホームページでもご覧いただけます。
問い合わせ

市地域包括ケア推進室（市役所１階⑧番窓口 ☎22‑0202）

介護予防サポーター養成講座
「介護予防サポーター」は、地域の皆さんが元気に過ごせ
るようお手伝いするボランティアです。
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、どうぞ気軽にご参加ください。

持 ち 物 筆記用具、水筒
参 加 費 無料
募集期限 ７月７日㈬
※動きやすい服装でお越しください。

サポーターの登録者のうち、約１割が男性です。男性の受講もお待ちしております。
開催日時・場所

内容

第１回

７月13日㈫ 13:00 〜 16:00
羽咋すこやかセンター

・市の現状について
・高齢者の特性について
・羽咋はつらつ体操の講義・実技

第２回

７月30日㈮ 13:00 〜 16:00
羽咋すこやかセンター

・高齢者との接し方と傾聴について
・介護予防サポーターの役割について

第３回

後日調整

・羽咋はつらつ体操体験（地域サロンなどに参加）
職員が現地まで同行します。

※都合で全部参加できない場合は、次回の開催時に残りの受講が可能です。
※すべての講座が終了後、市が認定した介護予防サポーターとして登録することができます。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、本講座は延期する場合があります。

申込み・問い合わせ
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羽咋市社会福祉協議会（☎22‑6231）

65歳からの筋力トレーニング教室
羽咋市では、『65歳からの筋力トレーニング教室』を行っています。
筋トレを継続することは筋力や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、人との交流が介護予防に効果的であることも知られています。
。
この機会に市内19カ所（20教室）の筋トレ教室に参加してみませんか♪
また、役割を持って活動を続けると、さらに介護予防に効果があると言われています。筋トレ教室で
は健康づくり指導員が、参加者の指導者として活躍されています。健康づくり指導員も随時募集してお
りますので、興味のある方は下記までお気軽にお問合せください。ご連絡お待ちしています！
※新型コロナウイルスの感染状況により、活動を休止している場合があります。

筋トレ教室の紹介
【鹿島路筋トレ教室】
毎週水曜日９:30 〜 10:50 鹿島路ふれあいセンター
ストレッチ、リズム体操、筋トレをじっくりと時間をかけ
て行っています。大正琴の音色が流れる中、とてもリラック
スした雰囲気で取り組まれています。
参加者数は12人前後。当番活動もみんなで協力し合いな
がら行っています。活動歴最長者は16年！！
松本指導員とともに介護予防活動に取り組まれています。

参加者にお話を聞きました！
筋トレ教室参加のきっかけは？
誘われたのではなくて、自分のためになると思って、自分から参加
しました。教室が始まってから、16年間続けて来ています。
筋トレ教室の効果は？
体を動かす機会になるだけでなく、他の参加者とのおしゃべりも楽
しみにしています。
元気の秘訣はありますか？
一番大切なのは、元気でいるための自分の心がけです。

森

菅子さん（94歳）

活躍されている健康づくり指導員のご紹介
指導員になったきっかけ
鹿島路ふれあいセンターでの活動として、市職員から声掛けがあり
始めました。
指導員になって良かったこと
地域の方と顔見知りの関係で16年間続けることができ、自身の健
松本

利明さん（79歳）

康維持にもつながっています。

あなたの町にも筋トレ教室や通いの場を作りませんか？ご相談にのります。
健康づくり指導員も随時募集しています（特別な資格はいりません）。気軽にお問い合わせください！
問い合わせ

市地域包括ケア推進室（市役所１階⑧番窓口

☎22‑0202）

No.829 2021年７月 広報はくい
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令和３年度 介護保険料のお知らせ
介護保険料は、羽咋市で必要な介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、世
帯の課税状況や本人の所得に応じた負担となるよう、９段階で分かれています（３年ごとに見直し）。
令和３年度〜５年度の羽咋市の基準額は、前回と同額の年額70,800円（月額5,900円）となりました。
介護サービスを利用する方の人数や利用量は増える見込みですが、基金の取り崩しにより保険料の増額
を抑えています。

【基準額の算出方法】
羽咋市で必要な
介護サービスの総費用

×

65歳 以 上 の 方 の 負 担
分：23％

所得段階

÷

羽 咋 市 に 住 む65歳 以
上の方の人数

対象となる人

=

基準額

保険料の調整率

保険料(年額)

基準額×0.3

21,200円

基準額×0.5

35,400円

基準額×0.7

49,500円

基準額×0.9

63,700円

基準額×1.0

70,800円

基準額×1.2

84,900円

基準額×1.3

92,000円

基準額×1.5

106,200円

基準額×1.7

120,300円

○生活保護受給の人
第１段階

○老齢福祉年金※1受給の人で世帯全員が市民税非課税の人
〇世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額※2と課税
対象年金収入額の合計が80万円以下の人

第２段階
第３段階

○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対
象年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人
○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対
象年金収入額の合計が120万円を超える人
○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年

第４段階

金収入額の合計が80万円以下でかつ世帯に市民税課税者が
いる人
○本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税対象年

第５段階

金収入額の合計が80万円を超え、かつ世帯に市民税課税者
がいる人

第６段階
第７段階
第８段階
第９段階

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満
の人
○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人
○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人
○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上
の人

※1 老齢福祉年金…明治44年（1911年）４月１日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、
他の年金を受給できない方に支給される年金です。
※2 合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）
を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
です。
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介護保険料決定通知書を送付します
令和３年度の介護保険料決定通知書を７月中旬に送付します。
ハガキで決定通知が届いた人は、年金からの天引きまたは口座振替となっています。金額のご確認をお
願いします。特別徴収（年金から天引き）の人は、８月以降の保険料が増減しますが、これは各期別の保
険料を均一化するためのものです。
封書で届いた人は、同封の納付書を利用し、各納期限までに納めてください。
低所得で資産の少ない世帯の人や、災害や失業などで資産や所得が減少し、保険料の納付が困難な人に
は、保険料の徴収猶予や減免制度がありますので、地域包括ケア推進室（市役所１階⑧番窓口）へご相談
ください。
※保険料の納め忘れにご注意ください。介護保険料の滞納が続くと、利用者負担の割合が引き上げられたり、高額介護サー
ビス費の支給が受けられなくなったりする場合があります。
※その他の詳しい改正内容については、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

市地域包括ケア推進室 介護高齢者係（☎22‑5314、FAX22‑3995）

みんなで省エネ・節電アクションプランにチャレンジ！
−地球環境のことを考え、一人ひとりができることから−
７月１日㈭〜９月30日㈭の取組強化期間中、省エネ・節電をはじめとする地球温暖化防止の取組に
チャレンジしてみませんか？
省エネ・節電は、地球温暖化のもとになる二酸化炭素を増やさないための環境にやさしい活動です。
「省エネ・節電アクションプラン」は、ご家庭で楽しく気軽に環境保全活動に取り組むためのしく
みである「いしかわ家庭版環境ISO」を、省エネ・節電の効果が高まるように充実強化したプランです。
一人ひとりができることからはじめてみませんか。めざせエコファミリー！
取組シートの取得方法
学校、企業、団体などを通じて県内世帯へ配
布するほか、市環境安全課、石川県生活環境部

提出先
取組シートを受け取った学校や企業、団体ま
たは市環境安全課

温暖化・里山対策室の窓口での配布、県のホー

省エネ・節電アクションプランに取組まれ

ムページからダウンロードできます。

たご家庭には、協賛企業で使用できる商品

※詳しい内容は、県ホームページをご覧ください。
（「石川県 節電アクションプラン」で検索）

券などを抽選でプレゼントします！！

石川県生活環境部温暖化・里山対策室（☎076‑225-1462）、市環境安全課（☎22‑7137）

北陸電力送配電の公式Twitterで停電情報が確認できます
災害発生時の注意喚起や町域単位での停電戸数、
復旧見込時間が確認できる北陸電力送配電ＨＰ「停
電情報」へのリンクが案内されています。
災害時に備えてフォローしておくと便利です。
北陸電力送配電ＨＰ
http://www.rikuden.co.jp/nw/sp/teiden/otj210.html

フォローは
こちら ▶

ＨＰは
こちら ▶

北陸電力送配電株式会社
ネットワークサービスセンター（☎0120 837119）

No.829 2021年７月 広報はくい
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警戒
レベル

４

ひ

な

ん

し

じ

避難指示で必ず避難!

災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。
避難とは「難」を「避」けること。
安全な場所にいるひとまで避難場所に行く
必要はありません。

豪雨時の野外の移動は車も含め危険です。
やむをえず車中泊をする場合は、浸水しな
いよう周囲の状況を確認してください。

避難先は、小中学校・公民館だけではあり
ません。安全な親戚・知人宅に避難するこ
とも考えてみましょう。

マスク・消毒液・体温計が不足していま
す。
できるだけ自ら携行してください。

※１

市が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、
警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。

※２

避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることに
なります。

※３

警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じて、普段の行動を
見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に
避難するタイミングです。

問い合わせ
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市環境安全課（☎22‑7176）

詳しくは内閣府
ホームページへ

あなたや家族の命を危険から守る第一歩！

羽咋市安全・安心メール
羽咋市の災害発生や防災情報を
メールでお届けします。

利用
無料

気象情報

警報(大雨、暴風、大雪)
土砂災害警戒情報など

避難情報

避難指示、避難所開設など

防災行政無線の放送内容
危険情報

クマ、イノシシ、不審人物など

緊急情報

地震、津波、国民保護（ミサイルなど）

登録方法はお手持ちのスマートフォンや携帯電話から

登録は
こちらから

t-hakui@sg-m.jp

へ空メールを送信 または 右のQRコード読み取り

送信後、ご案内メールが届きますので案内にしたがって登録してください。
案内メールが届かない場合､｢＠sg-m.jp｣からのメールを受信できるように、
メール受信設定の変更が必要です。

問い合わせ

市環境安全課 地域防災係（☎22‑7176）

県民みんなで命を守る訓練

県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）
「県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）」
は、大地震が発生した際に、各自がどう行動したら
よいかをあらかじめ考えたり、地震の揺れから自分
の身を守るため、「しゃがむ、隠れる、じっとする」
といった「安全行動」をとったりする訓練です。

7/7㈬ 11時〜

【参加・訓練の流れ】
①県ホームページ（
「シェイクアウトいしかわ」
で検索）から参加登録（無料）。
②訓練当日は､市防災行政無線から流れる訓練開始
の放送や､県から送信されるメールなどに合わせ
て､｢安全行動｣を約１分間実施してください。

問い合わせ
石川県 危機対策課
（☎076 225 1482）
市環境安全課（☎22 7176）
シェイクアウトいしかわ

検索

No.829 2021年７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 （事前に予約が必要です）

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30年２月生)
７月７日㈬ 午後１時〜
●１歳６か月児健診(令和元年12月生)
７月８日㈭ 午後１時〜
●４か月児健診(令和３年３月生)
７月27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。

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 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

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)、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

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。

21日㈬
21日㈬
27日㈫

☆育児講座 ７月７日㈬
午前10時30分〜11時30分
「歯のおはなし講座」
定員８組
講師：高畠 美樹 氏

28日㈬
29日㈭

☆育児相談 ７月14日㈬
午前10時〜正午（受付11時まで）
保健師・栄養士が相談にのります。

定員８組

☆お楽しみデー ７月28日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：西北台保育所
定員８組

こすもす保育園親子育児講座
20日㈫ 午前９時30分〜 10時30分
「オカリナのミニ演奏会へようこそ♪｣
講師：こすもす保育園
要予約
定員５組
西 ひとみ 氏

22

広報はくい No.829 2021年７月

内

９日㈮
９日㈮
13日㈫
14日㈬
16日㈮
19日㈪
20日㈫

催 し 物 感染症対策のため人数を

☆お誕生会 ７月21日㈬
午前10時30分〜11時30分

き

７月 １日㈭
２日㈮
５日㈪
６日㈫

容

ところ

たなばた飾りを作ろう！
お星様に願いを込めて☆
七夕かざりをつくろう！
ばけばけばけたくんの夏まつりシアター！

千里浜保育所
羽咋白百合幼稚園
邑知保育園
定員５組

こすもす保育園
しゃぼん玉とばそ〜！
とき保育園
大型絵本を楽しもう！
羽咋白百合幼稚園
手作りうちわで涼しいな！ 定員５組 こすもす保育園
Youきちゃいなよー！
羽咋幼稚園
いらっしゃいませ〜ジュース屋さん！ とき保育園
水遊び だ・い・す・き
邑知保育園
★オカリナのミニ演奏会へようこそ♪ 定員５組
こすもす保育園
大きくなったかな？ お誕生会
羽咋幼稚園
ミニプールで遊ぼう
西北台保育所
水って気持ちがいいね！ (プール遊び) 定員５組
✿ 大きくなったね(身体計測)
こすもす保育園
スイカわりをしよう！
羽咋幼稚園
なつまつりごっこ
千里浜保育所

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
毎 週 月 曜 日 午後４時30分〜 かんたん工作教室
毎 週 水 曜 日 午後４時30分〜 10分間ドッヂボール大会
第２･４金曜日 午後４時30分〜 トランポリンクラブ
と

７月

３日㈯
17日㈯
17日㈯
31日㈯

き

午後２ 時
午後１ 時
午後２ 時
午後２ 時

内

容

わくわく広場
お茶クラブ
牛乳パック工作
水遊び

備考

講師：辻森正美さん
当日先着順、６人

■開館時間

午前９時30分〜午後６時

■休 館 日

毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）

■連 絡 先

☎ ２２−９７７７

図書館職員が選ぶ『オススメ本』
メンマ主任のオススメ『料理本』

とんび司書のオススメ『数学本』

世界のおつまみレシピ

文系も理系もハマる数学クイズ１００

本山

横山 明日希／著

尚義／著

夫婦と生活社
海外を旅しながら、現地の台所で
料理を教わってきた著者。その経
験は、それぞれの国や生活や文化
を知るきっかけになったようで
す。世界のおつまみレシピは、手
に入れやすい食材で作れる工夫が
してあります。この本の中で旅を
してみませんか。

アスターのオススメ『絵本』

「数学のお兄さん」こと、横山明
日希さんの数学クイズ本です。知
識よりも、「考える力」が試され
る問題が多く、やればやるほど頭
が柔らかくなった気がします。
中学生から大人まで楽しめる、自
粛生活にぴったりの一冊です。

中田館長のオススメ『ビジネス本』

すきま地蔵
室井 滋／文

青春出版社

ザ・プロフィット

長谷川義史／絵

白泉社

エイドリアン・Ｊ・スライウォツキー／著

ビルとビルの間からボクを呼ぶ声
がして、すきまをのぞくと、お地
蔵さま一家がいました。せまいゴ
ミだらけの所から見まわりに行け
ないお地蔵さまのため、ぼくがか
わりに『おつかい』にいくことに
…。みんなに笑顔をとどけられる
かな？

経営戦略のベストセラー。23種
類ものビジネスモデルを学べる本
なのですが、物語形式なのでとて
も読みやすく分かりやすい！
個人的にはバービー人形の『製品
ピラミッド利益モデル』に感動
しました。20年も前の本なのに、
今でも色あせない名著です。

今月の企画展

今月のイベント

■ 特別展示「しかけ絵本」

■ 映画上映会

本をひらくと、絵が飛び出してくる「しかけ絵本」
。

日

時：７月24日㈯

本を読むのがさらに楽しくなります。

場

所：コスモアイル羽咋

午後２時〜
小ホール

上映内容：「ミニオンズ」

■ 一般書籍展示「本の中で旅をしよう」
コロナ禍でなかなか旅行に行けないときだからこ
そ、旅の気分を味わえる本を集めました。

羽咋市立図書館からのお知らせ
■ 感染対策のお願い

■ 児童書籍展示「おつかいへＧＯ！」

羽咋市立図書館をご利用いただく際には、マスクの

今年の夏休みは、家族のお手伝いをしてみよう。そ

着用とアルコール消毒にご協力いただきますようお

んな気分にさせてくれる本を紹介します。

願い申し上げます。
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羽咋市母子寡婦
福祉協会

70年受け継がれる絆
羽咋市母子寡婦福祉協会の前身
となる「戦争未亡人の会」は、母
と子の幸せを願い、「わが幸はわが
手で」のモットーのもと、昭和25
年12月に設立されました。
その後、ひとり親世帯も増え、
「母
子寡婦福祉協会」と名称を変えて活
動は続き、昨年70周年を迎えました。
普段は、第４土曜日に じんしろ
（旭町)で「おしゃべりタイム」を設
け、会員の悩みなどを溜め込まずに
話す機会を設けたり、ボウリング大
会やイチゴ狩りなどの行事を実施し
たりして、交流を図っています。
現会長を務める山形恵子さんは、
協会について、
「親子ともに、協会
の活動を通じて社会とのかかわり
を増やすことで、自己肯定感が生
まれ、子どもの健全育成にもつな
がる」と話します。
また、昔は100 〜 200人会員が
いたとのことですが、現在は約30

世帯。協会では、会員を募集して
います。協会名は「母子寡婦」と
なっていますが、もちろん父子家
庭の方も参加できます。
山形さんは「自分自身も母子家
庭ですが、ボウリング大会に誘わ
れ た の を き っか け に、 入 会 に 至
った。似た境遇の人が集まり悩み
などを共有できたほか、協会の集
まりのときには みんなで子ども
を見る 安心感から、ほんの少し
だけ気を抜けるときもあった」と、
自身の経験も交えながら入会のメ
リットを説明しました。
そして最後に、「協会で皆さんに
出会えたことを感謝したい。自分
がしてもらってうれしかったこと
を、次の世代につなぎ、恩返しし
ていきたい」と会長としての想い
と今後の意気込みを語ってくれま
した。

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「手伝ってください」
（助けてください）

親指を立てて
握った左手に、
右の手の平を
自分に引き寄
せるように数
回当てます

藤岡京子さん（東川原町）

＜行事のお知らせ＞
親子料理教室〜学ぼう災害時の調理〜
日時 ７月25日㈰10:00 〜 12:00
場所 羽咋公民館
対象者 ひとり親家庭と寡婦の方
小さい子も参加可
参加費 材料費（300円/人）
持ち物 マスク、エプロン、三角巾
内容 災害時に役立つ料理の方法
を学びます。料理は持ち帰り。
申込期間 ７月15日㈭まで
申・
山形(☎090‑1638‑4452）
□
市健康福祉課(☎22‑1114）

今後の行事予定
11月下旬

ボウリング大会

２月下旬

イチゴ狩り

障がいのある人へのコミュニケーション手段

盲ろう者のコミュニケーション
「盲ろう者」とは目と耳に障害を併せ持つ人のことです。
障がいの程度によって「全く見えなくて全く聞こえない人」
「全く見えなくて少し聞こえる人」
「少し見えて全く聞こえな
い人」「少し見えて少し聞こえる人」に大別されます。盲ろ
う者の障がいの状況もコミュニケーション方法も一人ひとり
異なります。
≪盲ろう者のコミュニケーション方法≫
・触手話：相手の手話表現する両手を軽く触って触読する方法。
・手書き文字：手のひらに指で文字を書く方法。
・指点字：指を点字の６つの点に見立てて点字記号を打つ方法。
そのほか、耳元や補聴器のマイクに向かって話す、盲ろう者の見
やすい距離を取って手話をする、紙に大きめの文字で書く、アル
ファベットの指文字を手のひらに触れさせて伝える、点字タイプラ
イターから出てくる紙テープの点字を読み取る、などの方法もあり
ます。

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

新型コロナワクチン接種について、視覚や聴覚に障がいがあり支援が必要な方は、
健康福祉課 援護係までお問い合わせください。
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ク ロ ス ワ ー ド
イ
ズ

・簡単な英単語のクロスワードです。
・１マスにアルファベット１文字が入りま
す。

1

2

3

4

5

6

タテのカギ
１

座る

２

円形、円周

３

反対する、妨害する

４

または

５

失う、負ける

９

内気な、恥ずかしがりの

7

ヨコのカギ
8

9

10
11

12

１

学校

６

専門家、職業選手

７

旅、お出かけ

８

閉じる、終了する、近づく

10

ひらめき

11

ある、なる、存在する

12

目

※答えは35ページにあります。

世界文化遺産「高山社跡」
〜石垣の修復工事が終わりました〜
まに積み直しました。積

学できるほか、ＣＧやＶＲ（バー

み直した石はこぶし大の

チャルリアリティ）を活用して母

ものも含めて約1,000個。 屋兼蚕室の画像を見ることができ
藤岡市にある「高山社跡」は、 この修復により、高山社跡を囲む
世界文化遺産「富岡製糸場と絹産

石垣の現在に至るまでの履歴や年

ます。世界遺産の内側を覗くこと
ができる、今だけのチャンスです。

業遺産群」の構成資産の一つで、 代観などが明らかとなり、当時の
優れた養蚕法である「清温育」の

技術を検証しながら復原すること

確立と社員への指導を行っていた

で、これから保存継承していくた

場所です。

めの一つの礎となりました。石垣

高山社跡では建造物の保存修復、 は５月末に修復が終わり、現在は
耐震工事を順次行っています。

きれいに整備されています。

正面の石垣は平成30年度から

なお、今年度からは高山社跡母

修復工事を実施しました。石垣を

屋兼蚕室の修復工事が始まりま

３Ｄで計測し、石に一つ一つ番号

す。工事中は建物がなくなります

を振り、積み上げられた当時のま

が、現地では修復工事の状況が見

No.829 2021年７月 広報はくい
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熱中症予防強化キャンペーン実施中

４/ １〜９/30

熱中症は命にかかわる病気ですが、予防法を知っていれば防ぐことができます。
熱中症を防ぐためには、「暑さを避ける」「こまめな水分補給」「暑さに備えた体作り」
が大切です。一方で、新型コロナウイルスの感染を防ぐために、
「身体的距離の確保」
、
「マスクの着用」、「３密（密集、密接、密閉）を避ける」といった「新しい生活様式」
を実践することも求められています。

新しい生活様式の中で、熱中症を予防するために、次のことに気をつけましょう
① 気温・湿度が高い時は特に注意しましょう。
② 屋外で人と十分な距離（２ｍ以上）が確保できる場合は、マスクをはずしましょう。
③ 暑さを避けましょう。
④ のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。
⑤ 大量に汗をかいた時はスポーツドリンクや塩分もとりましょう。
⑥ エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。
⑦ 暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をしましょう。

マスク着用により、熱中症のリスクが高まります
マ
マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になったり
するなど、体温調節がしづらくなってしまいます。暑さを避け、水分を取るなどの『熱中症
予防』と、マスク、換気などの『新しい生活様式』を両立させましょう。

水難事故を防ぐために！
海における注意・確認事項
① 天候悪化が予想される時は中止しましょう。

② 遊泳禁止の場所では泳がないようにしましょう。

③ 飲酒後の遊泳はやめましょう。

④ 子どもから目を離さないようにしましょう。

⑤ 海に入る前に念入りに準備体操しましょう。

⑥ 事前に近隣の病院を確認しておきましょう。

もし、沖に流されてしまったら……『浮いて 待て！』
① 浮いて待つ。浮いた状態で静かに助けが来るのを待つ方が生存率を大きく上げます。
② パニックにならないように沈んでいくのを避けましょう。
③ 仰向けで頭だけ海面に出し、横になって静かにしていましょう。

問い合わせ
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羽咋消防署（☎22‑7812）

金沢海上保安部からのおしらせ
夏季期間は海の事故が多くなります。事故にあわないように５つのポイントを守り
ましょう。
①釣りでは、防波堤など立ち入り禁止場所には入らない
②海で泳ぐ時は、海水浴場が開設された安全な場所で泳ごう
③海で遊ぶ時は、天候の確認をしよう
④危ないと感じたら、すぐに帰ろう
⑤船で海に出る前には、必ずエンジン等の点検をしよう

©JCGF

令和２年の夏季期間中（７/16 〜８/31）の石川県内におけるマリンレジャーに伴う人身事故は
１名（金沢）、プレジャーボート及び遊漁船の船舶海難事故は１隻（金沢）でした。
全国では、マリンレジャーに伴う人身事故は２９９名、プレジャーボート及び遊漁船の船舶海難
事故は２１７隻でした。

問い合わせ

地域安全ニュース

金沢海上保安部 交通課（☎076‑267‑0511）

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜車上ねらいに気をつけましょう〜
夏は人が集まる場所への外
出の機会が増えますので、車
で外出の際は車上ねらいに注
意しましょう。
羽咋署管内でも令和２年中
に発生した車上ねらい被害に
あった車両のうち、全てが鍵
をかけていませんでした。身
近な場所でもエンジンをかけ
たまま駐車せず、鍵をかけま
しょう。

問い合わせ
広

告

ハク太郎
ク太郎

車上ねらい対策
〇「エンジンを切って鍵をかける」
短時間でも鍵をかけましょう。
エンジンをかけっぱなしだと車自体が盗まれる可能性もあります。
〇「車内を空にする」
車外から荷物が見えないようにできるだけ車内の荷物は持ち出し
ましょう。
〇「盗難防止機器を活用する」
イモビライザーやセンサー式警報装置など、セキュリティーシス
テムを利用すると防犯効果が高まります。

羽咋警察署（☎22‑0110）、羽咋郡市防犯協会連合会（☎22‑4970）

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

No.829 2021年７月 広報はくい
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クリンクルはくい

自衛官などを募集

エコクッキング教室(第４回)
募集種目

７月10日㈯

場所

リサイクルセンター（滝谷町）

①一般曹候補生

18歳以上

定員

20人

②自衛官候補生 ※

33歳未満の男女

持ち物

9:00 〜

資格

日時

参加費

1,000円

③航空学生

内容

エプロン、三角巾、はし
料理をとおして、ごみを出さ

（推薦）

を学びます。
室谷

申込期間

市民憲章実践活動
「なぎさクリーン運動」
日時

９月10日㈮

（総合選抜）

クリンクルはくい（☎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。

⑥防衛大学校学生
（一般）

高卒（見込含）
21歳未満の男女

⑦防衛医科大学校

5:45集合、6:00清掃開始

７月１日㈭〜
10月27日㈬
７月１日㈭〜

医学科学生

10月13日㈬

⑧防衛医科大学校

７月１日㈭〜

看護学科学生

7月11日㈰

９月６日㈪

９月５日㈰〜

⑤防衛大学校学生

加代子さん
７月１日㈭〜７月９日㈮

申・

７月１日㈭〜

④防衛大学校学生

ない工夫やごみの分別の仕方
講師

受付期間

10月６日㈬

（自衛官候補看護学生）

※自衛官候補生の採用試験は、年間を通じて行っています。

（小雨決行）
※荒天の場合7月18日㈰に延期

詳しくは、自衛隊石川地方協力本部七尾所までお問い合わせくださ

集合場所

い。

能登千里浜レストハウス

前、休暇村能登千里浜下海岸、一

新型コロナウイルスの影響で、受付期間を変更する場合があります。

ノ宮大鳥居跡下海岸、柴垣漁業協
同組合下海岸の中で、自宅から近
い場所
主唱団体

羽咋ロータリークラブ

自衛隊 石川地方協力本部 七尾出張所
（七尾市小島町・ハローワーク七尾３F ☎0767‑53‑1691 FAX兼用）

後援

羽咋市、羽咋市教育委員会

協力

羽咋市建設業協会、

大 川 町

福島則明（☎22‑1083）

羽咋市管工事協同組合

一ノ宮町

木元秀士（☎22‑3224）

吉 崎 町

徳和良太（☎090‑2126‑9194）

持ち物

軍手、熊手など

またはお近くの羽咋市自衛官募集相談員

市生涯学習課（☎22‑9331）
広

告

欄

▼ᕝ┴▱චチື⏘ᴗ
市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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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）

今月の納税
納期限
８月２日㈪
固定資産税
２期
国民健康保険税
１期
※市税の納付は便利な口座振替で

日曜納税相談・納付受付
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。
相談や納付を希望される人は、市
役所西側玄関（正面向かって右側通
用口）から入り、日直者へ申し出て
ください。
日時 ８月１日㈰ ８:30〜12:00
場所 羽咋市役所税務課
市税務課 収納係(☎22‑1113)

ハローワーク羽咋からのお知らせ
◆ 企業の皆さまへ

高年齢者を採用してみませんか？

人材確保に苦慮している企業がある一方で、就職を希望する高年齢
者も多くいます。
◆ 高年齢者を採用するメリットは？
○ 高年齢者は「高い就業意識」を持っています。そのバイタリティ
が、職場の活性化につながります。
○ 高い技術・経験・知識・ノウハウを持った人材が多く、若い人材
への技術継承に大きな役割を担っています。
○「早朝勤務でも大丈夫」など、勤務時間や休日などに柔軟な対応
ができる人も多くいます。
○ 高年齢者の雇用により、国の助成金制度を活用できる場合があり
ます。
◆ 高年齢者の採用を進めるには？
まずは、社内の業務をひとつずつ洗い出し、仕事のシェアをするな

福井県が通院費を助成します！

ど、高年齢者に適合するような業務がないか、勤務時間はどうかなど、

少しの工夫や作業環境の改善も含めて、柔軟に考えてみてはいかがで
福井県立病院には北陸唯一の「陽
しょうか。
子線がん治療センター」があります。
高年齢者の採用を前向きに進めるならば、ぜひハローワーク羽咋に
陽子線がん治療は副作用や治療に
伴う痛みが少なく、治療時間も短い
対象の求人を提出してください。
ので、通院治療も可能です（京都市
「高年齢者応援求人」として公開します。
や輪島市から通院した人もいます）。
センターは高精度な治療ができる
◆ お仕事を探している高年齢者のみなさまへ
ので、東京や沖縄などから治療に来
企業から提出された「高年齢者応援求人」は、ハローワーク羽咋の「高
られる方もいます。
年齢者応援求人コーナー」で公開しています。手に取って熱心に閲覧
今年度から石川県の人が治療を受
している人は多くいます。ほかに訓練情報なども公開しています。お
けた際、センターへの通院費を助成
気軽にお越しください。
するのでご活用ください！
福井県立病院陽子線がん治療セ
問い合わせ ハローワーク羽咋（☎22‑1241）
ンター（☎0776‑57‑2981）
広

告
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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
企画財政課 羽咋創生推進係

22‑1118
22‑7192
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■市民リサイクル銀行７月分

羽咋市議会議員選挙

譲ります

令和３年９月29日任期満了に伴う羽咋市議会議員選挙は、
８月29日㈰が告示日、９月５日㈰が投票日です。
詳しくは、広報はくい８月号でお知らせします。

立候補予定者説明会
立候補予定者を対象に説明会
を開催します。
立候補に必要な書類を配付し
ますので、立候補を予定してい
る人は必ず出席してください。
※出席者は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、マスクの
着用をお願いします。

譲ってください

１日 時
８月３日㈫ ９:30 〜
２場 所
羽咋市役所 ４階 401会議室
３ 出席者
立候補予定者1人につき２人以内

市選挙管理委員会（☎22‑7191）

出張年金相談窓口を開設

｢学都石川」合同進学説明会
（オンライン開催）

社会保険労務士による無料年金相
談所を、以下の日程で開設します。

石川県内の大学・短大・高専が一

事前にご予約の上、ご相談ください。 堂に会した合同進学説明会をオンラ
【実施日】

インで開催します。

９月22日㈬

【開設時間】
10:00 〜 12:00、13:00 〜 16:00

■人口 20,726人(−27人)
□男性
9,814人(−11人)
□女性 10,912人(−16人)
■世帯数 8,553世帯(−５世帯)
＊令和３年６月１日現在
( )内は前月比
※外国人住民を含む
【５月中の人口動態】
□出生
6人
□死亡
31人
□転入など
30人
□転出など
32人

下水道排水設備工事
責任技術者認定試験

しますのでぜひご視聴ください!

日時

10月25日㈪

日

程

７月17日㈯、18日㈰

会場

石川県地場産業振興センター

対

象

中学生、高校生、保護者、

市市民窓口課 国保年金医
療係（☎22‑7194）

教職員など
参加費

無料

※内容、視聴方法など詳しくは

13:30 〜

(金沢市鞍月)
願書配布期間
７月１日㈭〜８月10日㈫
申込受付期間
７月27日㈫〜８月10日㈫

検索
大学コンソーシアム石川
（公社)大学コンソーシアム石川

実施機関

（☎076‑223‑1633）

申・

石川県下水道協会
市地域整備課(☎22‑7193)

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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人口の動き

ンライン配信で分かりやすくお伝え

市役所１階101会議室

告

・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

て、大学教員や学生などが動画やオ

【実施場所】

広

・自転車（大人用）

最新の入試情報や大学生活につい

令和４年３月23日㈬

申・

・アップライトピアノ
（メーカー：アポロ、大きさ：130
×150×65cm、 色： 茶(木 目)、
ペダル３本、未調律、イスあり）
・書道セット（墨、硯、文鎮）
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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

今回は、碁

す。遠くには宝達山も見えます。 居があり、ここで毎年７月10

石ケ峰です。

能登の里山里海は世界農業遺産

日に祀りが行われます。右手に

神子原ダムバ

に認定されています。神子原米

富山湾、その奥には立山など

ス停前の碁石

で有名なこの美しい棚田を維持

の山々、左手に邑知平野、眉丈

ケ峰の案内標

し後世に引き継がなければなり

山が眺望できます。方位盤に碁

ません。

石ケ峰461Mの表記があります。

柱から出発。ここから民家が続
く坂道は、かなりきつい勾配

また50分ほど歩くと、道の

昔、碁石ケ峰の高さは「碁石は

です。しばらく歩くと「神子原

右手に「神子原のウラジロガシ」

461」と覚えろとか、蜃気楼が

地区の昔ばなし 権現様の伝説」

の看板が見えます。この木は羽

見ることができると聞きました。

しろい

しばらく休憩して帰路に。到

と書かれた標柱が立っています。 咋市の指定天然記念物となって
脇に説明板があり、昔村人が豊

います。昔はこの周辺も耕作さ

着は神子の里です。駐車場の市

作を喜び権現様の社を建てよう

れていたそうですが、今は休耕

内よりの国道沿いに神子原区の

とした経緯が書いてあります。

田となっています。

昔ばなしゆかりの地案内板があ

さらに50分近く歩いて碁石

ります。
「千石の豆の木」
「鳥居

置いてある眺望場所に着きます。 ケ峰の駐車場に到着します。左

のない宮さま」などがあるとの

ここからは水が張られた素晴ら

手にある最後の階段を上り頂上

ことで、機会があればゆかりの

しい神子原の棚田が見晴らせま

に到達します。頂上には木の鳥

地を巡ってみたいと思います。

さらに歩き続けるとベンチの

市 民 文 芸

越路野歌会

富子

告

好子

広

孝子

歴史民俗資料館
（☎22‑5998）

干場早智子

10人程度(先着順)

・申

幾光年ゆかば宇宙は尽きるのか
未知なる果てに思いを馳せる

定員

奥村

無料

夏近し庭木の剪定すっきりと
シルバーの人のやさしい言葉

料金

奥村

歴史民俗資料館

浜辺

場所

生きてあれば楽しい事もありまして
通院バスより白山に出会う

9:00 〜 11:30

照子

7月24日㈯

酒井

日時

強い風に路上の花びら吹きあがり
自粛の町は黄昏れてくる

完成させます。

勝美

の弥生まつり2021で野焼きを行い

中野

作った土器は、８月21日㈯開催

玉葱をぐいぐい抜けばいつしらに
わだかまり消え空あおく澄む

ます。

ワカサギをたくさんもらいて揚げてよし
素焼きもよろし カルシウム摂る
中野万里子

粘土をこねて土器づくりを体験し

忌を修し語らい尽きぬ子ら八人
新たに父はわが胸に生く

弥生土器づくり

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

鹿島路でサツマイモ植え
５月16日、鹿島路町民有志20人が、町内の遊休地（約
1.5アール）に紅はるかの苗約400本を植え付けました。
サツマイモは９月に収穫し、道の駅のと千里浜やＪＡ
などを通して販売する予定で、10万円の利益を上げるこ
とを目標にしています。販売で得られた利益は、
「地域で
共に支え合い暮らし続けられるまち」を実現するための
財源となります。
９月の収穫時には、新型コロナウイルス感染症の状況
を見ながら、子どもたちにも参加してもらうとのことです。

サツマイモの苗を植える町民ら

有限会社アートがサーマルカメラを寄付

寄付を行った南代表取締役（左）

地域活性化起業人

５月27日、有限会社アート（中央町）が市へ、顔を近
づけて体温を測定するサーマルカメラ１台を寄付しまし
た。
同社の南周峰代表取締役は、市役所に市民用の測定器
はあるが、職員用のものがないことに気が付き、市へ寄
付を提案。「庁舎内でクラスターが起きないよう応援し
たい」と話しました。
ご寄付いただいたサーマルカメラは、職員が多く利用
する西口玄関に設置されました。

を受け入れ

市では、移住・定住促進や新たな観光戦略に取り組ん
でもらうため、総務省の 地域活性化起業人 制度を活
用し、包括連携協定を締結している株式会社日本旅行の
社員１人を受け入れました。
６月１日の委嘱状交付式では、地域活性化起業人に委
嘱された井上鉄兵氏が「羽咋市の魅力発信・価値向上に
努め、市の未来づくりに貢献したい」と意気込みを語り
ました。
今後は、市職員と緊密な連携を取りながら、七尾市・
中能登町との広域連携事業や千里浜地区でのテレワーク
スタイルの発信、柴垣地区での体験型観光の確立などに
取り組んでいきます。

32
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岸市長と拳を突き合わせる井上氏（左）

格闘技で全国１位を報告
６ 月 ４ 日、 ３ 月 に 行 わ れ た ア マ チ ュア 打 撃 格 闘 技
JAPAN CUP2021の小学３・４年生の部（軽量）で王
者となった東一心くんと、５月に行われた第13回全日本
空手道選手権大会（組手の部）の中学２年女子の部(軽量)
で優勝した東椿姫さんが、市役所を訪れ、成果を岸市長
に報告しました。
東さんは、来年５月に横浜市で行われる第１回ワール
ドカップの出場権を獲得し、
「ワールドカップでも優勝
を目指す」と意気込みました。
ひがし

あずま

あずま

あずま

優勝を報告した東さん（左から２番目）と
ひがし

東くん（右から２番目）

羽咋白百合幼稚園が生花を寄贈
６月10日、羽咋白百合幼稚園の園児24人が、日ごろ
から地域のために働いてもらっている感謝の意を込めて、
岸市長にお花を贈りました。
キリスト教では、６月の第２日曜日が 花の日 であ
ることから、羽咋白百合幼稚園は献花訪問を毎年行って
います。
お礼として、岸市長から園児らへ折り紙が贈られました。
岸市長に花を手渡す園児ら

商工会青年部が医療機関などへ生花を寄贈

集団接種会場のコスモアイル羽咋へも寄贈

新たな地域おこし協力隊

６月10日から11日にかけて、羽咋市商工会青年部は、
新型コロナワクチン接種会場となっている医療機関や施
設14カ所へ、生花を贈りました。
これは、全国商工会青年部連合会の「 絆 感謝運動」
の一環として、また、６月10日の「商工会の日」に合わ
せた事業として行われました。
６月11日には、安達稔部長らから、集団接種会場と
なっているコスモアイル羽咋の中田隆夫館長らにプラン
ターが手渡されました。

トマト王子

６月14日、吉本興業所属のトマト王子こと小林知広さ
ん（34歳）に、地域おこし協力隊の委嘱状が手渡されま
した。
小林さんは山梨県出身。沖縄県で学生時代を過ごし、
サーフィンに熱中していました。
今後、サーフィンをはじめとした体験型観光を、SNS
などを通じて発信していきます。
すでにインターネットを通じて羽咋の情報を多数発信
しており、６月13日には新たに動画投稿サイト（ユー
チューブ）のチャンネルも開設しました。皆さんぜひご
覧ください。

ウエットスーツ姿で委嘱状を受け取った
トマト王子 （右）
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７

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

当

7/6

㈫

13:45〜16:30 あそびの教室（要予約）

羽咋すこやかセンター

7

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

健康福祉課

13:00〜

３歳児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

8

㈭

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

9

㈮

8:30〜10:00

市民健診（要予約）

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

13:00〜14:00 女性がん検診（要予約）

10

㈯

8:00〜10:00

市民健診（要予約）

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

11

㈰

5:45〜

｢なぎさクリーン運動｣

市内４海岸

生涯学習課

13

㈫

13:00〜16:00 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

14

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

19:00〜20:00 ふれあいにほんごひろば

羽咋公民館

生涯学習課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

15

㈭

10:00〜

こころのケアサポート（要予約）

13:30〜15:00 栄養・運動教室（要予約）

17

㈯

13:00〜15:00

羽咋市少年少女発明クラブ
音の実験「カエル笛作り」

コスモアイル羽咋

生涯学習課

19

㈪

8:30〜10:00

市民健診（要予約）

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

13:00〜14:00 女性がん検診（要予約）

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

13:00〜15:00 無料法律相談 （要予約:４人まで）

市 101会議室

市民窓口課

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

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

13:00〜15:00 モデルロケット講座（要予約）

コスモアイル羽咋

生涯学習課

14:00〜16:00 映画上映会「ミニオンズ」

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

13:00〜14:00 女性がん検診（要予約）

20

21

24

㈫

㈬

㈯

8:30〜10:00

市民健診（要予約）

25

㈰

13:00〜15:00 モデルロケット講座（要予約）

コスモアイル羽咋

生涯学習課

26

㈪

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

27

㈫

13:00〜

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

28

㈬

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

羽咋勤労者総合福祉センター 羽咋市シルバー人材センター

19:00〜20:00 ふれあいにほんごひろば

羽咋公民館

生涯学習課

10:15〜11:30 男性介護者の会

老人福祉センター

社会福祉協議会

13:00〜16:00 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

30
31

㈮

㈯

13:00〜15:00

４か月児健診

羽咋市少年少女発明クラブ
コスモアイル羽咋
コズミックカレッジ「水ロケットを作って飛ばそう」

生涯学習課

※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。

７月の休日当番医
(午前９時〜正午：事前連絡必要)

休日当番医

４日 いがわ内科クリニック
（日） いけの整形外科

小児

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑7800

羽咋市南中央町

22‑0254

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

恵寿総合病院

11日 向クリニック(外科・内科) 志賀町富来領家町 42‑1151
志賀クリニック
（日） 岩脇医院(耳鼻咽喉科）
羽 咋 市 的 場 町 22‑0131

志賀町
32‑5307
高浜町

18日 志賀クリニック(内科)
（日） 田村眼科クリニック

公立能登総合病院

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

22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
（木・祝） 羽咋診療所(内科）
羽 咋 市 柳 橋 町 22‑5652 クリニック

七尾市 0767‑
石崎町 62‑3765

23日 森田クリニック(形成外科・皮膚科） 羽 咋 市 鶴 多 町 23‑4775
公立羽咋病院
（金・祝） 前川医院(内科）
羽 咋 市 酒 井 町 26‑0210

羽咋市
22‑1220
的場町

25日 加藤病院(内科）
（日） 前川医院(内科）

志 賀 町 高 浜 町

32‑5307

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑0026

志 賀 町 高 浜 町

32‑1251

羽 咋 市 酒 井 町

26‑0210

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

公立能登総合病院

中止となった行事
令和３年度に開催を予定していた以下の行事は中止します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
行事名

問い合わせ先

初夏を彩る文化祭

市生涯学習課（☎22‑9331）

羽咋市民体育大会

市生涯学習課 スポーツ推進係（☎22‑3312）

石川県民体育大会

市生涯学習課 スポーツ推進係（☎22‑3312）

羽咋まつり

市商工観光課（☎22‑1118）

サマージャンボ宝くじ発売
この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使
われています。売上金は各都道府県の販売実績に応じて交付される
ので、ぜひ県内の宝くじ売り場でお買い求めください。
今年のサマージャンボ宝くじは
１等･前後賞合わせて７億円！

サマージャンボミニは
１等･前後賞合わせて５千万円！

１等

５億円×23本

１等

３千万円×28本

前後賞各

１億円×46本

前後賞各

１千万円×56本

※当せん本数は、発売総額690億
円・23ユニットの場合

※当せん本数は、発売総額210億
円・７ユニットの場合

クロスワードクイズ(25㌻ )の答え
Ｓ

Ｃ

Ｈ

Ｏ

Ｏ

Ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｐ

Ｒ

Ｏ

Ｔ

Ｒ

Ｉ

Ｐ

Ｃ

Ｌ

Ｏ

Ｓ

Ｆ

Ｌ

Ａ

Ｓ

Ｈ

Ｂ

Ｅ

Ｅ

Ｙ

Ｓ
Ｅ

Ｅ

◆発 売 期 間 ７月13日㈫〜 8月13日㈮
◆抽 せ ん 日 ８月25日㈬
◆支払開始日 ８月30日㈪
◆各１枚300円（インターネットでも購入可）
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9:00 〜 12:00

休日

に 受け取れます！

令和３年（2021）

【当日必要なもの】
□ 交付通知書（案内ハガキ）
□ 本人確認書類（Ａを１点 または Ｂを２点）

№829

※予約状況によっては、ご希望の時間帯に応じられない可能性があります。
※定員に達し次第、予約受付を終了します（定員30人）

令和３年７月１日発行／月刊

場所 羽咋市役所 １階 市民窓口課 ⑥番窓口
予約方法 ７月９日㈮までに電話などで予約してください。

７月号

仕事などで平日に来庁できない人のために、マイナンバーカード受け取りの休日臨時窓口
を開設します。ぜひこの機会をご利用ください。

はくい

マイナンバーカード が

７/11(日)

Ａ：運転免許証、パスポートなどの顔写真付き公的身分証明書
Ｂ：健康保険証、医療受給者証、年金手帳、学生証 など

問い合わせ・申込み

市市民窓口課（☎22‑5940）平日
Mail：post@city.hakui.lg.jp

8:30 〜 17:15

出土した文字からわかること
くりや

神社と「厨」施設

遺跡編

ぼくしょ ど

き

墨で文字が書かれた「墨 書土 器」は、遺跡の性格を解明する
重要な手がかりになります。寺家遺跡では、
「神」
「宮」「司」
つかさのやかた

発行者 石川県羽咋市(秘書課担当)
〒925‑8501 石川県羽咋市旭町ア200番地

□ 通知カード（紛失された方は、紛失届を記入・提出いただきます）
□ 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

みやのくりや

「 司 舘 」「宮 厨」などの文字が見つかっており、この遺跡が、古
代の気多神宮に深く関わり、これをつかさどる宮司などの神職と
しんせん

きょうえん

捧げる神饌の調理や饗宴の準備を行った厨房施設である「宮厨」

「宮厨」と書かれた土器
（寺家遺跡出土）

の文字が発見されたことは重要です。
全国的に「厨」と書かれた土器は、古代の役所関係施設の遺跡から多数見つかっています。寺家遺
跡の発見は、古代の神社にも「厨」施設が備わっていたことを示す資料として重要です。この資料は、
古代の気多神宮が、役所並みの充実した施設を備えていた実態を教えてくれます。

編 集 後 記
今月号の表紙は、5月12日に行われた修学旅行の写真です。6月1日には聖火リレーのイベントも行われ、
どちらを表紙にするかかなり迷いましたが、コロナ禍にありながらも、笑顔を見せる子どもたちが印象的だっ
た修学旅行を選択しました。飛行機で羽咋市上空を飛ぶことは、なかなか経験できることではありません。子
どもたちはもちろん、私も取材として搭乗し、貴重な体験をさせてもらいました。関係者の皆さまに厚く御礼
申し上げます。
（谷村）

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

その舘などの施設が存在したことを伝えています。とくに、神に

