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ご寄付ありがとうございます
以下の方々から、ご寄付をいただきました。いただいた
ご厚意は大切に活用します。

◆ＫＤＤＩ株式会社
７月12日、KDDI株式会社北陸総支社が千里浜海岸保
全のためにと、市へ20万円を寄付しました。
これは、同社で行われている、社会貢献活動「＋αプロ
ジェクト」として、北陸地域で１年間活動したポイントを
金額換算したものを今回の寄付に充てたものです。
贈呈式では、北陸総支社長の川野裕史さんが岸市長へ目
録を手渡し、「千里浜海岸侵食対策に役立ててほしい」と
岸市長へ目録を手渡す
川野支社長（中央）

話しました。

◆福井鋲螺株式会社
７月19日、福井鋲螺株式会社（福井県あわら市）が、
コロナ禍の医療従事者を支援するため、502万円を寄付し
ました。
寄付金は、同社からの500万円と、社員一同からの２万
円を合わせたもので、当日、打本純也専務と小丸山博幸取
締役が市役所を訪れ、寄付目録を手渡しました。
同社からは、昨年もマスク１万枚を寄付いただいていま
岸市長へ目録を手渡す打本専務（左）

す。

◆アクティプリント株式会社
７月20日、アクティプリント株式会社（大阪府摂津市）
と有限会社柴田塗装工業（大川町）が、除菌消臭剤（次
亜塩素酸ナトリウム水溶液スプレー 300ml入り2,400本、
500ml入り750本）を寄付しました。
澤本豊社長は千里浜町出身で、「生まれたところに恩返
しがしたい」と、今回の寄付に至りました。
寄付されたスプレーは、市内100以上の施設に配布され
岸市長へ目録を手渡す澤本社長（中央）と
柴田塗装工業柴田克義社長（左）

ました。

◆ＮＴＮグループ
７月29日、株式会社ＮＴＮ羽咋製作所（三ツ屋町）の
大石英樹社長が市役所を訪れ、羽咋郡市内４製作所からの
寄付５万円の目録を代表して岸市長に手渡し、障害児福祉
の向上につなげてほしい旨を伝えました。
同社からの寄付は７年連続となり、累計40万円となっ
ています。
岸市長へ目録を手渡す大石社長（左）
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栄えある叙勲受章おめでとうございます
高齢者叙勲

高齢者叙勲

瑞宝双光章

瑞宝小綬章

波木 一之 さん

東渡 由彦 さん

（88歳、中川町）
昭和32年に郵便局員となり、44年に局長に
就任。41年間の永きにわたり郵政事業の発展
に尽力。
「郵政創業150年の節目に受章できたことは
何かの縁。先輩や同僚、後輩に恵まれ、地域の
方々にも支えられてきた」
、「手書きの手紙は気
持ちが通じる。手紙文化が残っていくことを願
う」と述べられました。

令和３年 第３回

市議会
臨時会

（88歳、南中央町）
昭和31年から、能登の中学校、高等学校で
38年の永きにわたり教員を務め、宝達高校校
長として退職。
「38年間、信条に基づき一生懸命やってき
た」、「現在は仲間と囲碁やソフトテニスを楽し
んでいる。人は好奇心・向上心を持つことが大
切。今後も生涯学習に取り組んでいきたい」と
述べられました。

令和３年第３回羽咋市議会臨時会が７月16日に開催されました。冒頭、
岸市長は、提出議案である補正予算案や平教育振興基金条例案の趣旨などに
ついて説明を行いました。
即日議案が審議され、市長提出議案２件、報告１件が可決・承認されまし
た。主な内容は次のとおり。

一般会計補正予算(第５号)
今回の補正の主な内容は、平鍛
造株式会社前社長、株式会社イン
プルーブメンツ社長 平美都江氏
からのご寄付１億円を、今後、教
育振興事業に活用するため、基金
に積み立てする追加補正を行うも
のです。
そのほか、歳出では、国の過疎
地域持続的発展支援事業交付金の
内示があったことによるＡＩ乗合
タクシー実証実験の実施に伴う増
額や、新型コロナウイルス感染症
に伴う地域経済対策として、市内
宿泊施設に宿泊した方を対象に、
１人につき地域商品券３千円分の
支給を行う追加補正、７月４日か
ら５日にかけての豪雨災害に伴
う、農地および農業用施設の復旧
にかかる追加補正などです。

歳入では、事業に伴う国庫支出
金を計上しました。なお、不足分
は財政調整基金からの繰入金によ
り、収支の均衡を図りました。
これにより、歳入歳出それぞれ
１億9,540万円を追加し、予算総
額を123億2,514万円に定めよう
とするものです。

一般会計補正予算(第４号)
の専決処分（報告）

歳出では、新型コロナウイルス
感染症の長期化に伴い、総合支援
資金のさらなる貸付けなどを利用
できない生活困窮世帯の自立支援
に繋げるため、支援金の給付を行
うものです。
歳入では、事業に伴う国庫支出
平教育振興基金条例の
金を計上しました。
制定
これにより、歳入歳出それぞ
市内の小中学生が、自ら学ぶ力 れ730万円を追加し、予算総額を
や知的好奇心を持って伸び続ける 121億2,974万円に定めたことを
能力を身に付けることができるよ 報告しました。
うに、平美都江氏からのご寄付
【可決された議案】
１億円を財源として、新たに基金
◆令和３年度羽咋市一般会計補
を設けようとするものです。
正予算（第５号）
◆平教育振興基金条例の制定に
ついて
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らぶ♥はくい基金活用しませんか？
助成金の申し込みを募集します
１ 助成対象
羽咋市市民憲章の実践活動を自発的に展開する

皆さんの活動をバックアップ
(らぶ♥はくい基金の実績)
市民憲章のちかいを実践している団体や個人を

団体や個人

側面的(経済的)に支援するため、羽咋市市民憲章

２ 助成金額

推進基金協会が昭和57年に設立され、平成24年

１件あたり

標準金額 ５万円(限度額20万円)

度、市の基金会計に「羽咋市市民憲章推進基金」
を設立し、公益信託での基金運用から、市での基

３ 活動基準
次のいずれかの事項に関する研究､出版､製作活

金運用に変更しました。

動および団体・指導者の育成、そのほかの羽咋市

これまでに羽咋市市民憲章推進基金（らぶ♥は

市民憲章の普及推進活動が羽咋市民の自主的参加

くい基金）から168件、総額1,768万円の助成金

により行われ、営利を目的としないもの。

を交付しました。

(1)歴史を尊重し、教養を高めること
(2)自然を保護し、環境美化を推進すること
(3)社会を浄化し、家庭教育を推進すること

今までどおり、基金から生まれた利子を助成金
として団体・個人に交付します。

(4)ボランティア精神を高め､地域コミュニティ

会員募集

を振興すること

羽咋市市民憲章推進協会の

(5)その他(1)〜(4)に準ずること

趣旨に賛同される人(会員)を

４ 申請書

募っています。運営会費は年

次の受付窓口でお受け取りください。
市ホームページからもダウンロードできます。

５ 受付窓口

局(市生涯学習課内)までご持
参くださるか口座振込でお願

市生涯学習課 または 市内各公民館

いします。
北國銀行 羽咋支店

６ 受付期間 ９月１日㈬〜９月30日㈭

（普通）№１４７６０４

７ 選考と発表 11月上旬

羽咋市市民憲章推進協会

８ 贈呈式
11月27日㈯

額1,000円です。同協会事務

コスモアイル羽咋・ロトンダ

※振込手数料がかかります

市民憲章とは・・・ いい人いいまち実践します。みんなのちかい
羽咋市市民憲章は、昭和48年に羽咋市市制15周年を記念して制定されました。
起草委員会を組織し、話し合いを重ねてより多くの市民が参画して作り上げるという理念の下、
休日や夜間を利用して当時の青年・女性団体の有志が、無作為に選んだ千人の市民に面接調査しま
した。
その結果、
「こんな市民になろう」
「こんなまちをつくろう」という希望や意見を吸い上げて「市
民共同のちかい」としてまとめられたものが、羽咋市市民憲章です。

問い合わせ
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市生涯学習課（☎22‑9331）

姉妹都市提携35周年

群馬県藤岡市

藤

姉妹都市交流のあゆみ

冬桜

主な見どころ

羽咋市と藤岡市は、互いに日本三辻のひとつを

ふじの咲く丘…藤岡市の花「藤」をテーマにした

有することが縁で、昭和61年３月３日に姉妹都

公園です。約2.3haの園内には、全長約250mの

市提携を結びました。以来、行政と民間の各種団

藤棚や、45種類の藤が植えられた見本園があり、

体が相互交流を重ねており、今年35周年を迎え

紫のほかにも白やピンク

ました。

などさまざまな色や形の
藤を楽しむことができま

藤岡市指定史跡

土師の辻

す。藤の見頃は、４月下

土師神社の境内には、
「土師の辻」と呼ばれる

旬〜５月上旬ごろです。

相撲の土俵があります。高さ1.6ｍ、基底部径13
ｍ、上円部径4.95ｍ。江戸時代にはこの土俵の

高山社跡…平成26年６月に、世界文化遺産「富

上で、出世力士が披露相撲したと伝えられ、幕内

岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産のひとつと

力士でなければ土俵に上がれなかったそうです。

して登録された高山社跡は、高山長五郎が設立し
た養蚕教育機関「高山社」の発祥の地で、長五郎
が確立した近代的な養蚕飼育法「清温育」の研究
と技術指導を行っていた
場所です。清温育に適し
た構造の母屋兼蚕室や付
属施設、江戸時代の長屋
門が現存しており、見学
することができます。

藤岡市の概要

福島

新潟

人口

63,853人（令和３年８月１日現在）

面積

180.29㎢

特産

イチゴ「やよいひめ」、「ふじ娘トマト」、梨、

長野
栃木

群馬

伝統工芸「藤岡瓦」、シンビジウム

●前橋

藤岡市

羽咋市からのアクセス
車……北陸自動車道・上信越自動車道などで約５時間30分

埼玉

電車…北陸新幹線・特急などで約３時間30分
広報はくいでは、毎月「姉妹都市交信」のコーナーで、藤岡市から送られるニュースなどを掲載しています。ぜひご覧ください。

問い合わせ

市秘書課（☎22‑0771）

No.831 2021年９月 広報はくい
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市民健診のご案内

※集団健診、医療機関健診ともに要予約

市民健診の集団健診日程は残すところ４カ月となりました。後半は混む傾向がありますので、計画
的にお早めの予約・受診をおすすめします。
集団健診のほかに、市内医療機関で健診も可能ですが、日程は各医療機関へ事前にご予約の上、受
診してください。

◆９月〜12月の集団健診日程(会場：羽咋すこやかセンター) ※要予約(☎22‑1115)
月日(曜日)

受付時間

種類

９月７日(火) ８:30 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

８:30 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

９月８日(水)

13:00 〜 14:00 乳がん検診、子宮がん検診
９月17日(金)

８:30 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

13:00 〜 14:00 乳がん検診、子宮がん検診
９月18日(土) ８:00 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

10月14日(木) 18:30 〜 19:30 乳がん検診、子宮がん検診
10月17日(日)

８:00 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

13:00 〜 14:00 乳がん検診、子宮がん検診
10月18日(月)

８:30 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

13:00 〜 14:00 乳がん検診、子宮がん検診
11月５日(金)

８:30 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

13:00 〜 14:00 乳がん検診、子宮がん検診
11月６日(土)

８:00 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査、大腸がん検診

13:00 〜 14:00 乳がん検診、子宮がん検診
12月15日(水) ８:30 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査

12月16日(木) ８:30 〜 10:00

特定健診、節目年齢検診（肝炎、胃ペプシノゲン）
、肺がん・結核
検診、胃バリウム検査

【必要なもの】
■特定健診：健康保険証、特定健診受診券、質問票
■がん検診：がん検診等受診券、受診料金
※子宮がん検診、乳がん検診は市外でも受診可能です。その際、受診票が必要となりますので、
受診前に市健康福祉課健康推進係（羽咋すこやかセンター内）への申込みをお願いします。
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〜９月から後期高齢者健診が始まります(要予約) 〜
後期高齢者医療制度加入の方は、９月から10月末に市内医療機関で後期高齢者健診が受けられます。
定期的に通院している人も、診てもらっている項目以外について、この機会に確認してみましょう。各医
療機関へ事前にご予約の上、受診してください。
受診方法

市内医療機関で受診できます。

期

９月１日㈬〜 10月30日㈯

間

※休診日は除く

受診料金

500円（生活保護世帯は無料）

持 ち 物

受診券（８月下旬に対象者へ郵送）、質問票（受診券に同封）、保険証、受診料金

健診受診の際のお願い
①受診前の検温

②十分な手洗い

③マスク着用などの咳エチケット

をお願いします。

なお、以下の３項目のうち1つでも該当する人は、健診受診をご遠慮いただきます。
□ 発熱がある
□ 咳などの風邪症状や体調不良がある
□ ２週間以内に海外や石川県以外の感染流行地へ出入りした
感染症拡大防止のため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
※詳細は、５月中旬に各家庭に配付した「市民健診のご案内」冊子または市のホームページをご覧ください。

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
市市民窓口課 国保年金医療係（☎22‑7194）

☎22‑1115）

フードドライブ・フードパントリー
フードドライブ（食料品や日用品の寄付）

フードパントリー（食料品無料配布会）

期間

９月５日㈰〜９月10日㈮

日時

９月19日㈰

時間

９:00〜17:00

場所

羽咋市社会福祉協議会

※ただし、５日㈰は10:00〜12:00
場所

羽咋市社会福祉協議会

（羽咋すこやかセンター内）
対象者

コロナ禍で生活にお困りの方、

（羽咋すこやかセンター内）

ひとり親世帯
申込方法

寄付いただきたいもの
【食料品】お米（白米）
、パスタやそうめんな
どの乾麺、缶詰、レトルト、イン
スタント食品、お菓子、飲料水
など
※１カ月以上賞味期限が残っていて、
常温保存可能なもの。

【日用品】ティッシュペーパー、トイレット

10:00〜12:00

メールまたは電話で、「お名前」と
「電話番号」をご連絡ください。

申込締切

９月10日㈮

※電話の場合は、申込時に受け取り時間の指定をさ
せていただきます。
※メールの場合は、件名に「フードパントリー希
望」とご記入ください。後日こちらから受け取り
時間のお電話をいたします。２、３日経っても連
絡がない場合はお電話ください。

ペーパー、台所用品・洗濯用洗剤、
生理用品

など

※製造から３年以内のもの

申込み・問い合わせ

羽咋市社会福祉協議会

（☎22‑6231、✉ h.shakyo@titan.ocn.ne.jp）
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９月10日〜 16日は自殺予防週間
「ゲートキーパー」を知っていますか？「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、
適切に対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）できる人
のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のことです。
市ではゲートキーパー養成講座を行っています。ご希望の方は市健康福祉課健康推進係までご相談く
ださい。
また、自殺予防週間にあわせて、弁護士による無料法律相談会を開催します。お金のトラブル、家族
のトラブル、職場のトラブルなど一人で悩まず気軽にご相談ください。

【暮らしとこころの相談会】
日時

９月10日㈮

場所

羽咋すこやかセンター

相談時間

９:00 〜 11:00

お一人30分程度

事前予約制です。相談ご希望の方は、９月８日㈬までに市健康福祉課健康推進係までにご連絡く
ださい。定員に達した場合は、お断りする場合がありますのでご了承ください。

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）

マリッジ・サポート・パスポート (通称:マリサポ)
「マリサポ」は、婚活をしている独身男女が利用できるパスポート
です（市へ結婚希望の登録が必要です）。
応援店で提示すると、婚活に対して特典やサービスなど、さまざま
な応援が受けられるパスポートです。
地域全体で、婚活者の全体をコーディネートし、結婚に向けて応援
していきます。

舗募集

協賛店

スタイルコーディネートの協賛店舗になりませんか？

結婚を考えている人の希望をかなえるため、マリサポ利用者に婚活中のトータルコーディネート
を応援していただく「スタイルコーディネート応援店」の特典サービスを提供する協賛店舗を募集
しています。
協賛店舗とは・・・
○市内でマリサポ利用者に特典サービスを提供する店舗など
○協賛店舗は、割引などの特典サービスを独自に設定し、マリサポを提示した際に、特典サービ
スの提供を行っていただきます。
○理美容・衣服・飲食店など、いろいろなお店が協賛店となっています。
問い合わせ 市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）
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もしもの時に備えて「緊急時あんしんシート」をご活用ください
市では、安心して在宅生活が継続できるよう、急変時や
災害時の対応に備えた「緊急時あんしんシート」を作成し、
現在、約300世帯で保管されています。
もしもの時のためにぜひご活用ください。

１

緊急時あんしんシートとは？

緊急時に備えて、「かかりつけ医療機関」や「飲んでい
る薬」「緊急連絡先」などの情報を、あらかじめ記載して
おくものです。
もしもの時にかけつけた救急隊員などが中身を確認し、
迅速な処置やご家族への連絡を行います。

２

活用の流れ

保管方法は？

冷蔵庫のドアポケットに入れて保管します。
救急隊員がかけつけた際にすぐに見つけられるよう、専
用の容器に入れ、各家庭の冷蔵庫で保管します。

３

配布の対象は？

75歳以上のみの世帯、障がい者のみの世帯、その他必
要な人

千里浜地区 水元民生委員からお話を伺いました
民生委員活動の一環として、訪問活動を
行っています。
昨年８月に緊急時あんしんシート配布の
声かけをしたところ、ひとり暮らしの方か
ら「万が一、会話ができなくても、病気や
薬の内容などわかってもらえるから安心」
との声がありました。
今年もこのシートの配布や情報更新の声かけを行い、「さり
げない見守りや声かけなど地域のつながりを大切にしたい」と
熱く語ってくださいました。

シートの内容が常に最新の情報となるように、定期的に記載内容の見直しを行って
ください。
問い合わせ

市地域包括ケア推進室 ⑧番窓口（☎22‑0202、FAX22‑3995）

No.831 2021年９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４月生)
９月１日㈬ 午後１時〜
●１歳６か月児健診(令和２年２月生)
９月２日㈭ 午後１時〜
●４か月児健診(令和３年５月生)
９月28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

催 し 物 感染症対策のため人数を
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。
☆育児講座 ９月１日㈬
午前10時30分〜11時30分
「赤ちゃんとママの防災教室」
講師：環境安全課職員
☆育児相談 ９月８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 ９月15日㈬
午前10時30分〜11時30分
☆お楽しみデー ９月22日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：こすもす保育園

こすもす保育園親子育児講座
７日㈫ 午前９時30分〜 10時30分
「教えて園長先生！こすもす保育
園てどんなとこ？」
要予約
定員５組
講師：こすもす保育園
園長 鹿島 雅代 氏
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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

き

内

９月 １日㈬
１日㈬
３日㈮
３日㈮
６日㈪
７日㈫
８日㈬
９日㈭
10日㈮
13日㈪
14日㈫
15日㈬
21日㈫
22日㈬
24日㈮
28日㈫
29日㈬
30日㈭

容

ところ

パネルシアターを見よう
ママとベビーの足形アート☆
お水の中でみ〜つけた!!
野菜スタンプ ペッタンペッタン
スタンプあそびを楽しもう！
★教えて園長先生！こすもす保育園てどんなとこ？
要予約５組
しゃぼん玉で遊ぼう！園庭遊び
秋って素敵！
マットで遊ぼう！
園庭であそぼう
秋の自然物でほっこり工作！
おじいちゃんおばあちゃんへプレゼント作り
元気いっぱい！園庭へレッツゴー！
大きくなったかな？ お誕生会
メダルゲットだぜ!! 〜うんどうかいごっこをしよう〜
木のおもちゃで遊ぼう！
✿ 大きくなったね(身体計測)
オープンキャンパス
ふれあい遊びをしよう

西北台保育所
羽咋幼稚園
とき保育園
羽咋白百合幼稚園
邑知保育園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
千里浜保育所
羽咋白百合幼稚園
邑知保育園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
とき保育園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
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〜 あそびのチャンピオン
第２･４金曜日 午後４時30分〜 トランポリンクラブ
第 ３ 土 曜 日 午後１時〜
お茶クラブ
と

き

９月 11日㈯ 午後２ 時
18日㈯ 午後２ 時
25日㈯ 午後２ 時

内

容

シャボン玉を作ろう
敬老の日の工作
おもしろリレー

備考

■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『実用本』

とんび司書のオススメ『児童本』

うつわ使いがもっと楽しくなる本

世界は変形菌でいっぱいだ

安野 久美子／著

増井 真那／著

エクスナレッジ
本書は、食器の基礎から器使いの
コツ、器作家の紹介など、器の魅
力を多角的に紹介しています。特
に、料理と器のコーディネート実
例が豊富で、さまざまな場面での
演出に役立ちます。
普段の食事を引き立てる、そんな
器が見つかる一冊です。

アスターのオススメ『絵本』

朝日出版社
植物でも動物でもなく、体形を変
えながら生きる不思議な生物、変
形菌。その変形菌に心を奪われた
著者が、10年間の研究を熱く語っ
ています。私もテレビで見て、面
白い生態に魅了されました。
知られざる変形菌の世界へようこ
そ。

中田館長のオススメ『ビジネス本』

にちようびのぼうけん！

やってはいけないデザイン

はた

平本 久美子／著

こうしろう／著

ほるぷ出版

ある日、ぼくあてにミスターＸか
らナゾの手紙が届いた。
「とくしゅ
にんむをあたえる。こうえんまで
だれにも見つかるな…」これは、
おもしろそう！ぼくはお兄ちゃん
と公園へ向かうことにした。そこ
には何があるんだろう？ぼうけん
の始まりだ！！

翔泳社
チラシ初心者は絶対に読むべき本
でしょう。自分で作ったチラシが、
何となく素人っぽい…。
一体何が良くないのか、どう直せ
ば素敵なチラシになるのか、この
一冊がきっと解決してくれます。
これを読んで、デザインスキルを
数段アップさせてみましょう。

９月の企画展

今月のイベント

■ 特別展示「知って不安を和らげよう 認知症」

■映画上映会

年齢を重ねていくうちに心配になってくる認知症。

日

時：９月12日㈰

今のうちから知識をつけて、備えておきましょう。

場

所：コスモアイル羽咋

■一般書展示「体が硬い人のためのストレッチ」
急に運動をすると、逆に体を痛めてしまうこともあ

14時〜 15時30分

入 場 料：無料
上映内容：「ペンギンズ

ザ・ムービー」

ります。まずは体をやわらかくするストレッチから

■ よちよちおはなし会

始めてみましょう。

日

時：９月27日㈪

場

所：コスモアイル羽咋

■児童書展示「おてがみ」
手紙をもらうとうれしくなったり、元気になったり

小ホール

11時〜 11時30分
研修室

対 象 者：０〜３才以下のお子様と保護者の方

します。そんな「おてがみ」の本を集めてみました。
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松本 仁孝さん

何事もチャレンジ

(43歳、千里浜町)

松本さんは平成27年に大阪から

れ、移住に至ったとのことです。

住者としての経験を生かして相談

松本さん自身は、大阪では営業

などにも乗っています。また、８

大阪では、奥さんが飲食店に勤

職に就いており、農業の経験はゼ

月には、七尾市・中能登町と合同

めており、食材に興味を持ってい

ロでした。移住後、公益財団法人

でオンライン移住セミナーへ参加

ま し た。 そ の 時 に 自 然 栽 培 と 出

いしかわ農業総合支援機構の実施

してブースを構えるなど、コロナ

会い、自然栽培の食材を使って料

する

で１年間

禍という制限下にありながらも羽

理を提供したいと思っていたとこ

学び、現在は夫婦で自然栽培農家

咋市の移住施策の一翼を担ってい

ろ、知人から羽咋市の自然栽培聖

として、少量多品目で約80品目の

ます。

地化プロジェクトについて聞かさ

農産物を生産しています。

移住してきました。

いしかわ耕稼塾

今後の活動について、松本さん

「自然栽培農業は難しいけれど、

は、「私自身、移住してよかったと

羽咋に来てよかったと思っている」

考えている。移住などの選択に仮

と松本さんは話します。

に失敗したとしても、何事もチャ

今年３月には、松本さんは市か

レンジしたこと自体が経験になる

ら移住プランナーに任命され、移

はず。移住に迷っている人や不安

住希望者の支援を行っています。

に思っている人がいたら、背中を

５月からは月に一回、移住希望
販売している野菜

者の移住体験を受入れており、移

押してあげたい」と意欲を示しま
した。

７月１日から公共インフラとして、電話リレーサービス が始まりました
電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難がある方（以下聴覚障がい者等）と聞こえる人との会話を、
通訳オペレーターが手話・文字と音声を通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。
利用する場合は事前に登録が必要ですが、公共インフラとしての電話リレーサービスの開始により、
①24時間365日対応（かけたいときにいつでも通話できる）
②緊急通報が実現（災害時や緊急時の人命に関わる連絡ができる）
③通話の相手方との双方向での会話が実現（聴覚障がい者等からも聞こえる人からも通話できる）
が可能になりました。
サービスのイメージ
電話リレーサービス
提供機関

聴覚障がい者等

聴覚障がい者等
以外の人

ビデオ通話
（手話）

一般の電話
インターネット
回線

電話回線

通訳オペレーター
文字チャット

緊急通報
受理機関

双方向から利用可能

詳細は、電話リレーサービスのホームページ（https://nftrs.or.jp/）をご覧ください。
※「ひとこと手話」は、来月号から再開予定です
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
1

・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。

2

3

4

6

5

7

8

9

タテのカギ
１
２
３
４
５
９
11
13

要求する、主張する
助ける、援助する
思い出させる、気づかせる
まだ〜ない
見つめる、凝視する
埋葬する
溶解する
ねらいをつける

ヨコのカギ
10
12

11

13
14

15

16
※答えは23ページにあります。

１
６
７
８
10
11
12
14
15
16

運ぶ、伝える
嘘をつく、横たわる
時代、紀元
入れる、認める、許す
〜の中に、〜において
私を、私に
マント、覆うもの、マントル
理想、理想的なもの、典型
be動詞の一人称単数現在形
割合、相場、値段

甘くてみずみずしい
〜藤岡のナシ〜
疲労回復の効果があると
言われています。水分も
たっぷり含んでいますの
藤岡市はその温暖な気候から、 で、夏バテ解消にも良い果物です。
この時期は、市内の道路沿いの
イチゴやトマト、ナシといった農
果樹園に、たわわに実ったナシを
産物の生産が盛んです。
８月から９月にかけて旬を迎え 見ることができます。果樹園に併
るナシは、生産者９人、栽培面積 設された直売所を中心にたくさん
７ヘクタール、収穫量は年間175 のナシが販売され、市内外のお客
トンで、群馬県内でも有数の生産 さんに親しまれています。
藤岡のナシは10月ごろまで味
地となっています。
市内で栽培されている主なナシ わうことができますので、羽咋市
の品種は「幸水」や「豊水」など。 の皆さんも、この時期に藤岡市
シャリシャリとした食感と程よい を訪れる際は、ぜひご賞味くださ
甘みが魅力的なナシは、アミノ い！
酸やカリウムを豊富に含んでおり、
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９月５日(日)〜９月11日(土)
９月９日(木)は 救急の日

救急医療に関する正しい理解と認識を深めるため、毎年９月９日（救急の日）
を含む一週間を「救急医療週間」と定めています。

救急車の適正利用にご協力を！
本当に救急車を必要としている人のため、適正利用にご協力お願いします。
生命に関わる疾患は何の前触れもなく起こることがあり、早期の通報が社会復帰や救命につながり
ます。以下のイラストを参考に救急車をすぐに呼んだ方がよい症状を学びましょう。

・顔半分が動きにくい

顔

・ろれつがまわらない

・突然の激しい頭痛

頭

・見える範囲が狭くなる

・突然の高熱
・急なふらつき、立って
いられない

お腹

・突然の激しい腹痛
・血を吐く
・突然の激痛

胸
手
足

・痛みが移動する

・突然のしびれ
・片方の腕や足に力が入

背中

らなくなる

※高齢者は自覚症状が出にくい場合もありますので注意してください。

広
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告

欄
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・急な息切れ、呼吸困難
・旅行などの後に痛み出
した

住宅の火災予防は大丈夫？
令和３年上半期（１月〜６月）の羽咋郡市での火災件数は５件で、昨年より１件減少しています。
昨年は同時期で住宅火災が４件ありましたが、今年は１件となっています。住民の皆さま一人ひとり
の心掛けのおかげです。引き続き、下半期も火災予防を徹底しましょう。

今一度確認を！
・たばこ（確実な消火、寝たばこはしない）

９月20日㈪は敬老の日です。

・こんろ（消し忘れに気を付ける）

おじいちゃん、おばあちゃん

・電気配線（ほこりをためない、タコ足の防止）

の家も確認してみよう！

・灯火（確実な消火、防炎品の使用を推奨）

問い合わせ

地域安全ニュース

羽咋消防署 警備係（☎22‑7812）

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜新学期も子どもの安全を見守りましょう〜

ハク太郎
ク太郎

夏休みが終わり、新学期が始まります。子どもの安全を家庭・地域・企業で見守りましょう。子ども
の安全に関わる活動にご理解とご協力をお願いいたします。
子どもの通学路見守り活動

「いかのおすし」を教えましょう

子どもたちの登下校の安全確

・知らない人についていかない！

防犯ブザーの使い方を
確認しましょう

保につながる見守り活動や、企

・知らない人の車にのらない！

業の車を活用した防犯パトロー

・怖いと思ったらおおごえを出す！

きには、助けを求めるように教

ルなどにご協力をお願いしま

・怖いと思ったらすぐにげる！

えましょう。電池切れなどがな

す。

・何があったか 大人にしらせる！

いよう点検をお願いします。

問い合わせ

広

告

危険を感じたときや困ったと

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.831 2021年９月 広報はくい
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司法書士 月イチ休日電話相談会
クリンクルはくい

日時

９月12日㈰

内容

①収入が減って家賃や住宅ローンが払えないなど、新型コロナウイ
ルスに起因する法律問題についての相談

エコクッキング教室(第６回)

②相続、遺言、成年後見など、生活の上で直面する様々な法律問題

日時

９月４日㈯

場所

リサイクルセンター（滝谷町） 相談方法
(1)電 話 相 談
20人
参加費 1,000円

定員
持ち物

9:00 〜

についての相談

(2)Web相談

エプロン、三角巾、はし

内容

13:00 〜 16:00

☎076‑292‑1088（当日専用ダイヤル）
Microsoft TeamsまたはZoomを利用した相談
※要予約

料理をとおして、ごみを出さ

石川県司法書士会（☎076‑291‑7070)

ない工夫やごみの分別の仕方
を学びます。
講師

室谷

８月26日㈭〜９月３日㈮

申込期間
申・

御陵山の水まつり

加代子さん
日時

クリンクルはくい（☎27‑1153）

９月19日㈰

※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。

11:00 〜 16:00
場所

羽咋神社周辺

内容

市の名水「御陵山の水」をテー

マに、各商店が露店を出します。

はくい太極拳交流会

商店街でお買い物をするともらえ
る抽選券を使ったお楽しみ会や、お

太極拳で、楽しい時をすごしま
しょう！初めての人も大歓迎です。
体験コーナーもあります。
日時

９月20日(月･祝)
９:00 〜 12:00

場所

羽咋体育館

茶会も開催されます。
主催

羽咋市商店会連合会

共催

羽咋市駅前通り商店街事業協
同組合

特別協賛

羽咋市商業協同組合

羽咋市商店会連合会事務局

参加料

無料

持ち物

内履き、水かお茶

（☎22‑0822）

申・

広

羽咋市太極拳協会
羽咋体育館(☎22‑3312)
告

生きがいづくりや健康寿命の延伸
を目的に、講座を開催します。
受講期間 令和３年10月〜
令和４年９月(月２回)
受講時間 10:30 〜 14:30
場所 石川中央校(金沢市八田町)
能登中部校(七尾市本府中町）
受講料 無料
対象者 県内在住の60歳以上の人
定員 石川中央校 70人
能登中部校 40人
申込方法 入学案内のチラシに掲載
のはがき（郵送または持参）
※チラシは市地域包括ケア推進室(⑧番窓口)に設
置のほか、県ホームページにも掲載しています。

申込期限 ９月22日㈬
・ 申 (社福)石川県社会福祉協議会
長寿生きがいセンター
（☎076‑258‑3135）

マスクの着用をお願いします
主催

いしかわ長寿大学
令和３年度受講生募集

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）

全国道路・街路交通情勢調査にご協力を
行政書士無料法律相談会
新型コロナウイルス感染症に関す
る各種支援金、相続、遺言、在留資
格、契約、離婚協議書の作成、会社
設立、農地転用ほか各種許認可申請

全国道路・街路交通情勢調査を９月〜 11月に行います。
この調査は、自動車の使われ方や道路の状況などを調べるもので、おお
むね５年に１回実施しています。
無作為に抽出された自動車の所有者に調査票を郵送しますので、ご協力
をお願いします。
国土交通省 金沢河川国道事務所 調査第二課（☎076‑264‑9912）

の手続など、さまざまな相談につい

ハローワーク羽咋からのお知らせ

てお答えします。
１．電話による相談会

◆企業の皆様へ

「行政書士電話相談」
日時

●雇用保険の届出には必ずマイナンバーを記載してください

電話

10月１日㈮〜３日㈰

平成30年５月から、以下の届出にはマイナンバーの記載が必要と

10:00 〜 16:00

なっています。

☎076‑268‑9110

・雇用保険被保険者資格取得届（様式第２号）

（石川県行政書士会 事務局）
２．面談による相談会

・雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回支給申請書（様式第33号の３）

「行政書士無料相談会」

・育児休業給付受給資格確認票・初回支給申請書（様式第33号の５）

日時

10月３日㈰ 10:00〜16:00

場所

平和堂アルプラザ鹿島

・介護休業給付支給申請書（様式第33号の６）
●外国人雇用状況の届出には、在留カード番号を記載してください

１階中央イベント広場

令和２年３月から、外国人雇用状況の届出において在留カード番号

石川県行政書士会

の記載が必要となっています（在留資格が「外交」
「公用」
「特別永住

（☎076‑268‑9555）

者」を除く）。
雇用保険被保険者となる外国人の場合は、
「雇用保険資格取得届・
資格喪失届」にマイナンバーのほか、在留カード番号をご記入ください。
雇用保険被保険者とならない外国人の場合「雇入れ 離職 に係る外
国人雇用状況届出書」に在留カード番号をご記入ください。

◆雇用保険の受給手続きをされる方へ
雇用保険の受給手続きには、離職票、住所等本人確認書類、写真、
口座番号確認書類のほか、マイナンバー確認書類※も必要です。
※マイナンバー確認書類：マイナンバーカード、通知カード、個人番号の
記載のある住民票のいずれか

問い合わせ
広

告

ハローワーク羽咋（☎22‑1241）

欄
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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

No.831 2021年９月 広報はくい
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指定管理者を募集
羽咋市市民活動支援センターについて、令和４年４月１日から令和９
年３月31日までの指定管理者を募集します。
募集施設 羽咋市市民活動支援センター
指定期間 令和４年４月１日〜令和９年３月31日（５年間）
募集期間 令和３年９月１日㈬〜令和３年10月８日㈮
募集要項 募集要項などの資料は、市のホームページからダウンロード
できます。
選定方法 審査基準などの詳細については、募集要項などでご確認くだ
さい。
問い合わせ・申込み

■市民リサイクル銀行９月分
譲ります
・座布団（10枚）
・日の丸国旗セット
譲ってください
・チャイルドシート
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

人口の動き

市生涯学習課（☎22‑9331）
■人口

10月１日〜７日は「公証週間」
遺言書や契約書などは、公正証書にしておくと安心です。
公証制度は、大切な契約書や遺言などについて、法務大臣によって任命さ
れた公証人が公文書である公正証書を作成し、トラブル防止を図る制度です。
◆相続人間の争いを未然に防ぐ遺言公正証書
売買・賃借・示談など、いろいろな契約における約束事を書面にする場
合に公正証書は利用されますが、遺言を公正証書にしておくことが挙げ
られます。
◆老後に備えて任意後見契約公正証書
判断能力が不十分になったときのために、生活・療養監護、財産管理の
事務を家庭裁判所の選んだ後見監督人のチェックを受けながら代理して
くれる人を選んでおけるので安心です。
◆電子公証制度が利用しやすくなりました
指定公証人による電子公証の業務サービスをより多くの皆さまにご利用
いただけるようになりました。
詳しくはホームページ(http://www.koshonin.gr.jp/)をご覧ください。

無料公証相談所を開設します
日時
場所

10月１日㈮、４日㈪〜７日㈭ ９時〜 17時
金沢公証人合同役場（金 沢 市 武 蔵 町 ☎076‑263‑4355）
七尾市公証役場
（七 尾 市 藤 橋 町 ☎0767‑52‑6508）
相談員 金沢地方法務局所属公証人
相談事項 相続・遺言、公証事務全般

20,687人(−28人)

□男性

9,797人(−11人)

□女性

10,890人(−17人)

■世帯数 8,544世帯(−８世帯)
＊令和３年８月１日現在
(

)内は前月比

※外国人住民を含む
【７月中の人口動態】
□出生

6人

□死亡

29人

□転入など

19人

□転出など

24人

今月の納税
納期限

９月30日㈭

国民健康保険税 ３期
※市税の納付は便利な口座振替で
問い合わせ 市税務課 収納係
(☎22‑1113)

問い合わせ 金沢公証人合同役場（☎076‑263‑4355）
広

告

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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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

先月の続き、
若部の住吉神
社横の坂道か
らです。坂道
を上り終える
と、カンジャ跡の説明看板があ
か じ や しき
り、加治屋敷ともいわれ、仏具
を作る人や、お寺を建てた人た
ちの住居跡とあります。立石、
下馬石跡の看板や説明を読みな
こうしんとう
がら、庚申塔を過ぎて永光寺の
駐車場へ出てきます。庚申塔は
病魔を払い除くために建てられ
たとありますが、新型コロナウ
イルスも払い除いてほしいもの
です。
駐車場から耕雲橋を渡り中道
門を通り、境内地に足を踏み入

す。
国道から、酒井町、大町を通
り下曽祢町へ向かいます。下
曽祢町で能登上布の織元山崎麻
織物工房を訪れ作業場を見せて
いただきました。能登上布は日
本の五大上布の一つとされてい
ます。作業場には十数台の織機
が並んでいます。昔は皆嫁入り
道具として織機を持っていった
と聞いたことがあります。後継
者や販路の問題など色々と苦心
されているお話を伺いましたが、
羽咋市の伝統工芸品を絶やさず、
継承していく必要があります。
工房を後にして金丸駅まで歩
き、列車に乗り帰路につきまし
た。

市 民 文 芸

早苗会

盛田たみ子

照子

道子

おさだ

枝豆を茹でるコツてふ塩加減

明

淳子

長田

新涼や信夫忌修す笛の音

浅野

孝子

いわしぐも

診察室会話とぎれて秋暑し

楠

鰯雲身をふかぶかと昼風呂に

山裾にきざむくらしや風は秋

菊川あき映

しのぶ き

名月や真夜の景色の昼の如

春美

萩乃

山本

みかん

たぶ

つっかい棒当てし蜜柑のたわわなり

椿紅

すな

告

つばい

アイリスや騎士のごとくに起立せり

北野みや子

ちょうくう

迢空忌沙に手向けの椨を挿す

広

れます。弁天堂を越えて階段を
登って山門に着きます。山門の
左手の道を上ると展望場があり、
ここからは邑知潟、市中心地の
NTTの鉄塔、遠くは滝崎まで
見渡せます。
途中周遊路を右に入ると五老
峯があります。五老峯は永光寺
の一番高い所に建てられた伝燈
院の背後にあり、曹洞宗の法統
を承継した五大老禅師の遺骨遺
品が埋納されています。廻廊を
下り、永光寺を後にして国道に
出る坂道を歩きます。道の横に
永光寺川が流れています。永光
寺川は県の砂防事業で自然石を
多く利用した護岸や、散策を楽
しめる遊歩道が整備されていま

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

羽咋から全国・北信越の舞台へ
７月27日、各競技の県大会で上位入賞を果たした
選手らが、それぞれ全国、北信越大会への切符を手に
し、岸市長に抱負を語りました。
全国、北信越大会に出場の選手・チームは以下のと
おりです。

代表として抱負を述べる大江さん（左）と
寺井さん（中央）

▼羽咋中学校
競技
水泳
卓球
柔道

剣道

種目

県体成績

50ｍ自由形

１位

100ｍ自由形

１位

男子個人

選手名（

）は学年

出場大会

大江

竜生（３）

北信越・全国

８位

山下

大翔（３）

北信越・全国

男子個人73kg級

２位

岡田

凰之介（２）

北信越

女子個人63kg級

２位

酒井

佳純（３）

北信越

蓮本

望乃（２）

山崎

菜及（２）

中村

真惟（３）

至極

遼納（３）

松生

惟里（３）

天内

葵（３）

奥本

千琳（３）

綿井

愛華（３）

松生

惟里（３）

女子団体

女子個人

２位

３位

北信越

▼邑知中学校
競技
卓球
柔道

種目

県体成績

選手名（

）は学年

出場大会

女子個人

５位

藤井

菜優（３）

北信越

男子個人73kg級

３位

山本

煌大（３）

北信越

女子個人48kg級

１位

寺井

咲希（１）

北信越・全国
（敬称略）
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水道週間ポスター 最優秀賞
岡田結莉さん（瑞穂小６年）が、水道の大切さを訴え
る 水道週間ポスター の作品展で、石川県の最優秀賞（県
知事表彰）を受賞し、７月19日に市役所で、八島教育長
から賞状を手渡されました。
岡田さんは５年生のときに図画教室で８時間疋津利彦
元教育長から絵の描き方の指導を受け、６年生の図工の
授業時間内で、今回の作品を完成させたとのことです。
岡田さんは、「賞を取れてうれしい、ポスターを見て
八島教育長から賞状を受け取る岡田さん（左）

節水の意識が高まってほしい」と感想を述べました。

土器づくり・弥生まつり
7月24日、歴史民俗資料館で土器づくりの体験が行わ
れ、14人が参加しました。
参加者らは、縄文・弥生時代の人々の生活や土器の特
徴などについて説明を受けた後、粘土の輪を積み上げて
器の形にする 輪積み という方法でベースの形を作り、
縄を押し付け転がして模様を付けたり、竹串などで模様
を描いたりして、各々のデザインの土器を作りました。
翌月の８月21日には吉崎・次場弥生公園で 弥生まつ
り

が行われ、前月に作成し１カ月乾燥させた土器の焼

学芸員の指導を受けながら土器を作る参加者

まがたま

き上げや、勾玉づくりが行われました。
この日は、土器を焼くためのかまど作成から始まり、
藁と薪を組んでドーム型にした後、上から粘土を塗りま
した。これは、少ない薪で温度を効率よく上げるためで、
2,000年前も同じ方法で土器を焼いていたと考えられて
います。

かっせき

また、土器を焼く間、参加者らは滑石というやわらか
い石を削り、サンドペーパーや麻布で磨き、勾玉を作成
しました。
勾玉づくりに励む参加者

羽咋まるごとＣＡＭＰ
８月８日〜 11日、国立能登青少年交流の家主催の
咋まるごとＣＡＭＰ

羽

が実施されました。これは、コロ

ナ禍で学校行事が減ったことを受け、子どもたちに野外
体験活動を通じて初めて会う仲間と互いに協力し、人間
関係を築く力を育むために、昨年から開催しているもの
です。
キャンプには、県内の小学生25人が参加。地図を見な
がら各チェックポイントを自転車で回り点数を競うサイ
ＳＵＰを楽しむ子ども

クルロゲイニングや、のとししを使ったカレー作り、柴
垣海岸でのＳＵＰ体験などに取り組みました。
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市民カレンダー

市 ＝市役所

月 CALENDER

日

9/1

㈬

時

市役所代表電話(☎22‑1111)

行

事

名

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

場

所

担

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〜

３歳児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

１歳６か月児健診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

2

㈭

13:00〜

5

㈰

7:00〜20:00

羽咋市議会議員選挙
市内各投票所
（期日前投票期間は８/30㈪〜９/４㈯）

選挙管理委員会

7

㈫

8:30〜10:00

市民健診

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
（開会・提案理由説明など）

市 議会議場

議会事務局

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

（要予約）

13:45〜16:30 あそびの教室

8

㈬

8:30〜10:00

市民健診

（要予約）

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

13:00〜14:00 女性がん検診

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

（要予約）

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

暮らしと心の相談会

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

10

㈮

9:00〜11:00

12

㈰

14:00〜15:30

映画上映会
「ペンギンズ

14
15

㈫
㈬

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

決算特別委員会

議会事務局

16

17

㈭

㈮

㈯

ザ・ムービー」

市 議会議場

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

13:30〜

市議会

予算常任委員会

10:00〜

市議会

総務民生常任委員会

10:00〜

こころのケアサポート

㈫
㈬

議会事務局
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

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

市 議会議場

議会事務局

13:30〜

市議会

8:30〜10:00

市民健診

9:00〜

市議会

8:00〜10:00

9:00〜

（要予約）

産業文教常任委員会
（要予約）
決算特別委員会

市民健診

（要予約）

（要予約）

㈪
㈫
㈬

健康福祉課

市 議会議場

議会事務局

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

コスモアイル羽咋

生涯学習課

市 議会議場

議会事務局

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 (要予約)
13:00〜16:00

市 101会議室

市民窓口課

市 議会議場

議会事務局

市議会 定例会本会議
（委員長報告・採決など・閉会）

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

11:00〜11:30 よちよちおはなし会

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

老人福祉センター

社会福祉協議会

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

10:00〜12:00 健康福祉総合相談
13:00〜

29

市議会 決算特別委員会

羽咋すこやかセンター

10:00〜11:00 シルバー人材センター入会者説明会

14:00〜

27
28

議会事務局

市 議会議場

（要予約）

羽咋市少年少女発明クラブ
13:30〜15:00
石川高専出前授業

21
22

市 議会議場

羽咋すこやかセンター

13:00〜14:00 女性がん検診

18

当

４か月児健診

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

10:15〜11:30 男性のための介護講座

老人福祉センター

社会福祉協議会

10:30〜16:00 まんまくらぶ

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

※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。

９月の休日当番医
(午前９時〜正午：事前連絡必要)

休日当番医

小児

５日 松江産婦人科内科医院
（日） 岩脇医院（耳鼻咽喉科)

羽 咋 市 島 出 町

22‑2479

羽 咋 市 的 場 町

22‑0131

12日 志賀クリニック（内科)
（日） 田村眼科クリニック

志 賀 町 高 浜 町

32‑5307

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑0026

19日 いがわ内科クリニック
（日） 加藤病院（内科）

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑7800

志 賀 町 高 浜 町

32‑1251

さはらファミリー
クリニック

七尾市 0767‑
石崎町 62‑3765

恵寿総合病院

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

志賀クリニック

志賀町
32‑5307
高浜町

20日 河﨑医院（外科・胃腸科・内科） 志 賀 町 高 浜 町 32‑0019
公立能登総合病院
（月・祝） 保志場内科クリニック
羽 咋 市 的 場 町 22‑0807

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

23日 松沼医院（内科・小児科） 宝 達 志 水 町 敷 浪 29‑3188
公立羽咋病院
（木・祝） いけの整形外科
羽 咋 市 南 中 央 町 22‑0254

羽咋市
22‑1220
的場町

26日 西村内科胃腸科クリニック 宝 達 志 水 町 今 浜 28‑2033 国立病院機構
（日） 岡田医院（内科）
志賀町富来領家町 42‑1921 七尾病院

七尾市 0767‑
松百町 53‑1890

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

折口文学市民公開講座

折口父子記念会事務局（市生涯学習課内 ☎22‑9331）

第29回はくい福祉まつり

羽咋市社会福祉協議会（☎22‑6231）

第26回自衛隊音楽隊定期演奏会 市生涯学習課（☎22‑9331）
令和３年度古文書講座

歴史民俗資料館（☎22‑5998）

歴史民俗資料館臨時休館のお知らせ
企画展準備作業のため、以下の期間は臨時休館します。
期間
問い合わせ

９月21日㈫〜 10月４日㈪
歴史民俗資料館（☎22‑5998）

羽咋市議会議員選挙の投票所の変更
広報はくい８月号でお知らせしました令和３年９月５日㈰
投票予定の羽咋市議会議員選挙において、投票所が一部変更
となりましたのでお知らせします。
投票区名

変更前

Ｃ

Ａ

Ｒ

Ｌ

Ｉ

Ｅ

Ａ

Ｄ

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ｎ

Ａ

Ｎ

Ｔ

Ｌ

Ｅ

Ｉ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｌ

Ｒ

Ａ

Ｔ

Ｉ
Ｍ

変更後

第３投票区

羽咋市立千里浜公民館 大ホール

羽咋市立千里浜公民館 研修室

第15投票区

羽咋市立上甘田公民館 集会室

羽咋市立上甘田公民館 研修室

問い合わせ

クロスワードクイズ(13㌻ )の答え

Ａ

Ｍ

Ｒ

Ｙ
Ｅ

Ｇ
Ｒ

Ｔ

Ａ
Ｚ

Ｍ

Ｅ

Ｅ

羽咋市選挙管理委員会（☎22‑7191）
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新しい公園遊具を紹介します
３カ所の都市公園に新しい遊具を設置しました。ぜひご利用ください。

シーソー など（計２基）

２連ブランコ など（計３基）

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ための「新しい生活様式」を踏まえた
公園利用のポイント

令和３年（2021）

島出児童公園

令和３年９月１日発行／月刊

若草児童公園

№831

９月号

羽咋運動公園
複合遊具、ザイルネット、ターザンロープ など（計６基）

① 体調が悪いときは利用を控える
② すいた時間･場所を選び､ゆずりあう
④ こまめに手を洗う

市地域整備課（☎22‑1119）

古代神まつりの道具２
さ ん さ い と う き

遺跡編

三彩陶器

寺家遺跡の重要な出土品に「三彩陶器」という奈良時代の色鮮やかな

ゆう

陶器の破片があります。「三彩」とは、黄・白・緑色のうわぐすり（釉
やく

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

③ 人と人との距離をあける

薬）をいい、奈良の平城京など都の周辺で生産されたものです。地方で
は生産できないことから、羽咋まで持ち込まれたものと考えられ、都と
やっこ

の直接的なつながりを説明する資料になります。「薬壺」という手のひ
とうちん

「陶枕」の破片も発見されており、さまざまな形式の資料が多数出土しています。これだけ多彩な形
式の三彩陶器が出土している遺跡は、県下でも寺家遺跡だけです。
これらが出土する遺跡は、地方でもごく限られており、古代の役所施設や寺院などの遺跡でみつかっ
さいし

ています。日常的に使用したものではなく、祭祀（神まつり）で使用された特別な器と考えられてお
り、寺家遺跡出土の資料は、古代の気多神社で行われた儀式に使用されたものと考えられます。奈良
時代の人々が、神に祈り捧げた、古代の神まつりの色彩を伝える貴重な資料です。

編 集 後 記
今年は、群馬県藤岡市と姉妹都市提携してから35周年の節目の年です。新型コロナウイルスの影響で多くの
交流事業が中止となってしまいましたが、羽咋市と藤岡市、お互いの広報紙に、姉妹都市を紹介するページを
作成しました。藤岡市の魅力は１ページでは紹介しきれませんが、ぜひご覧いただき、アフターコロナの旅行
先の一つとして、検討されてはいかがでしょうか。
（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

らに収まる小さな壺に蓋を合わせる特殊な形状の資料のほか、陶製の枕

寺家遺跡出土
三彩陶器片

