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できることからはじめよう

エスディージーズ

SDGsって？
SDGs（Sustainable Development Goals ／持続可能
な開発目標）とは、2015年９月の国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載
される2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴールと169の
ターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さ
ないことを誓っています。

やってみよう！ SDGs
SDGs実現のためには、政府や自治体、民間企業だけでなく私たち一人ひとりの行動がカギとな
ります。まずは、日常生活に取り入れられる行動から、少しずつチャレンジしてみませんか。
●電気を節約しよう！電気機器は、使ってないときは完全に電源を切る！
●公共交通機関や自転車を利用しよう！
●買い物は地元で！地域の企業を支援すれば、雇用が守られるし、移送コストも削減される！
●詰め替え商品を選んで買おう！
●買い物にはマイバッグを持参し、レジ袋は断るようにしよう！
●持続可能で環境に優しい取り組みをしている企業を探して応援しよう！

など

＜参考＞国連広報センター「持続可能な社会のためにナマケモノにもできるアクション・ガイド」
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子どもたちも勉強をはじめています！
羽咋小でSDGs学習会を実施
９月24日、羽咋小学校でSDGs学習会が行われ、小山明子
氏（国連いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット）
が講師を務めました。
学習会の前半で、講師の説明や動画でSDGsの概要を学ん
だあと、後半ではすごろく形式でSDGsを学ぶゲーム「ゴー・
ゴールズ！」を活用し、
「世界に貧困状態の人はどれくらい
いるか」、「2015年、世界の指導者らが気候変動に関する協定を調印したのはどこか」など、SDGs
に関するクイズを解きながらゴールを目指し、SDGsへの理解を深めました。
お店の
取り組
み
を取材
！

小学生がSDGs新聞を制作
今夏、市商業協同組合の事業として、市内小学生がSDGs
新聞の制作を行いました。
児童らは８月にSDGsを実践している市内事業所へ取材を

児童の
取材の
様子を
国連職
、
員が取
材
して
いまし
た！

行い、各事業所の取り組みをＡ３サイズの新聞としてまとめ
ました。
制作された新聞は、９月19日に行われた御陵山の水まつ
りで投票が行われ、10月12日、表彰式が行われました。
最優秀賞を受賞した岩井心望さんの新聞は、写真や図、文
字の色や大きさなどを適切に使い分け、和菓子店が地元の農

水まつ
りでの
展示・
投票

産物を使い地産地消に努めることで、地元生産者の生活を
守っていることや運送コストの削減に寄与していることなど
を、とても分かりやすく説明していました。
SDGs新聞コンクールの受賞者（敬称略）
賞

名

小学校・学年

氏

名

最優秀賞

西北台小・５年

岩井

優秀賞

羽咋小・５年

小曽宇谷 はる

北國新聞社社長賞

羽咋小・５年

備後

まおみ

羽咋市商工会会長賞

余喜小・６年

坂井

剛琉

羽咋市商業協同組合理事長賞

羽咋小・５年

赤坂

和音

心望

外務省ホームページ「JAPAN SDGs Action Platform」では、SDGsに関連した取組を
幅広く紹介しています。ぜひご覧ください。
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事業者の皆さまへ

輝くはくい感染症対策支援給付金
のお知らせ
長引く新型コロナウイルス感染症のまん延防止策として、
市内事業所での感染症対策を支援します！！
対象者

இٻ
‣‧ɢ
ό

市内に事業所がある個人事業主または法人

支援の内容

令和３年６月14日〜 12月31日の期間において、
感染症対策に要した経費の一部を支援
※詳細は、要綱をご確認ください。

受付期間 令和３年９月３日㈮〜令和４年１月31日㈪
申請方法
１

申請に必要な書類の入手方法
⑴

羽咋市のホームページ

⑵

市役所２階

⑶

羽咋市商工会

２

商工観光課

申請書の提出方法
⑴

郵送によるもの
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。
（令和４年１月31日㈪以前の消印を有効とします）
【宛先】〒925‑8501

⑵

羽咋市旭町ア200番地

羽咋市商工観光課

電送によるもの
申請書、誓約書、添付書類をデータ化し、下記に送信してください。
メールアドレス

⑶

kyufu@city.hakui.lg.jp

持参によるもの
市役所２階

商工観光課で受付します（平日８：30 〜 17：15）

その他 申請にあたっては、市ホームページで要綱やＱ＆Ａなどをご確認ください。

問い合わせ
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市商工観光課（☎22‑1118）

2021「輝く羽咋」の全住民基礎調査 ご協力のお願い
〜コロナ禍による状況変化の把握のために〜
このたび、羽咋市と金沢大学が2019年に共同で実施した『がんばる羽咋の「全住民基礎調査」
』の追
跡調査を実施します。この調査は、
「健康づくり」
、「認知症予防や介護予防」
、「防災」などの地域特性
を明確化するとともに、市民生活へのコロナ禍の影響を調査し、今後の有効な政策検討・立案につなげ
るために行うものです。
調査は、前回調査対象とした40歳以上の市民の中から、無作為に抽出した5,000人の方を対象としま
す（高齢者などの場合は、家人代筆可能です）
。市が調査票を郵送し、分析は金沢大学が行います。無
記名であり、データはすべて数字化/暗号化して取り扱い、統計的に分析を行いますので、皆さまのプ
ライバシーにふれることはありません。

【重要なお願い】
アンケート結果と羽咋市役所が保有するデータ等との結び付けについて
アンケート調査票内に、今回のアンケート結果と市が保有するデータと、前回アンケート結果との
結び付けに関する承諾（可・否）について、記入する箇所があります。
同意いただいた方については、今回のアンケート結果を、これらのデータと結び付けて分析します。
アンケート結果とのデータの結び付けについては、お名前やご住所を除いた結び付け専用の番号で行
いますので、これにより個人が特定されることはありません。

アンケート調査の流れ
①記入済みアンケートを返
信用封筒で羽咋市宛てに
送付（11月末締切）

羽咋市民
の皆さま

②市で「結び付け番号」を用い
て、市が保有するデータや前
回の結果と連結
（同意いただいた方のみ）

⑤研究の成果をもとにし
た健康まちづくり施策
の推進

羽咋市役所

③アンケート結果と「結び付け番号」
を付与したデータを大学へ提供
（追加データは同意をいただいた方
のみ）

④分析結果をもとにした
健康まちづくりに関す
る研究成果を市へ還元

金沢大学

前回、2019年に実施したアンケートでは、地域行事などへの社会参加の度合いと健康に対する自己
評価の結果から、地域との交流が健康維持・健康長寿につながっていることや、回答者の６割が「自宅
で最期を迎えたい」と考えている一方、家族の「介護への負担」や「仕事との両立」が大きなハードル
となっていることなどが分かりました。
これらの分析結果を基に、羽咋市では、金沢大学との間で地域の健康寿命や安全安心に向けた共同研
究を展開し、アンケート結果を基にした健康まちづくり政策の推進に取り組んでいます。
さ

が

え

【調査に関する問い合わせ】金沢大学 人間社会研究域 経済学経営学系 寒河江研究室
（☎076‑264‑5439 平日日中にご連絡ください）
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令和３年 第５回

市 議会
臨 時会

第５回羽咋市議会臨時会が10月６日に開催され、新しい議会の構成が決
まりました。正副議長選挙の結果、議長に浜名等氏、副議長に松永幸則氏が
それぞれ選ばれました。
続いて、各種委員会の各委員、羽咋郡市広域圏事務組合議会議員、石川県
後期高齢者医療広域連合議会議員も選任されました。
それぞれの構成は次のとおりです。

議長に 浜名 等 氏

総務民生常任委員会
委 員 長 酒井一人
副委員長 備後克則
委
員 本吉典子、松田義人、浜名
山本泰夫、浅野俊二

浜名 等 議長
（大川町・３期）

松永 幸則 副議長
（東川原町・３期）

予算常任委員会
委 員 長 櫻井英一
副委員長 松田義人
委
員 本吉典子、丸田一幹、備後克則、
岡本佐市、川口雅登、酒井一人、
松永幸則、浜名 等、寺井哲也、
新田義昭、山本泰夫、浅野俊二
議会運営委員会
委 員 長 新田義昭
副委員長 櫻井英一
委
員 岡本佐市、川口雅登、酒井一人、
寺井哲也

等、

産業文教常任委員会
委 員 長 川口雅登
副委員長 岡本佐市
委
員 丸田一幹、松永幸則、寺井哲也、
櫻井英一、新田義昭
羽咋郡市広域圏事務組合議会議員
浜名 等、寺井哲也、櫻井英一、新田義昭
山本泰夫、浅野俊二
石川県後期高齢者医療広域連合議会議員
浜名 等
監査委員に寺井哲也 氏
任期満了に伴う監査委員の後任に、寺井哲也氏
が選任されました（市長提出議案第65号）

市民提案型まちづくり支援事業
市民団体などを対象に「市民提案型」のまちづくり事業の新規募集を行ったところ、３件の応募があ
り、審査の結果、２件採択されました。
また、昨年度までに採択されている３件（継続分）も、引き続き、目標に向けた活動を行っています。
令和３年度 新規採択事業一覧
団

体

名

事

業

名

事

業

概

要

鹿島路町で行われた中学生以上全員アンケートの結果を生かしたま
オール鹿島路で支え ちづくり。 住み慣れた町で、安心して暮らし続けたい とする住
鹿島路町会 あい、暮らし続ける 民ニーズを実現するため、総山や遊休農地を生かした農業生産で自
まちづくり事業
主財源を創出するとともに、その収益金で支え合い活動を展開し、
持続可能なまちづくりを実現する。
粟ノ保地区
粟ノ保地区の住民と保育所、小学校などが連携し、粟ノ保地区納涼
粟ノ保地区まちづく
納涼祭実行
祭を通じて世代を超えた地域の交流を行いながら、交流人口の促進
り推進事業
委員会
を図るとともに、地域の活性化を行う。
問い合わせ
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市企画財政課 羽咋創生推進係（☎22‑7192）

栄えある叙勲受章おめでとうございます
昭和34年、羽咋市役所へ入庁し、土木課、教育委員会
などに在職。総務課長を経て、平成元年から平成８年まで
羽咋市収入役として、市勢の発展に寄与。
「市のため、市民のために尽力してきた。先輩・同僚・
後輩に助けられ、感謝しかない」と述べられました。

高齢者叙勲
瑞宝双光章

松井 昭弘 さん
（88歳、円井町）

予約制乗合交通「のるまいかー」利用相談会＆スマホ教室
▶スマホ教室
（先着順・回数限定）

▶利用相談会（スマートフォンを利用した「のるまいかー」の予約相談）
場 所
マックスバリュ羽咋店 11月16日㈫
11月17日㈬
（憩いの広場）

日 時
①10:30〜12:30、②13:30〜15:30
①10:30〜12:30、②13:30〜15:30

バロー羽咋店
（特設スペース）

10月29日㈮ ①10:00〜12:00、②14:00〜16:00
11月 ３日(水祝) ①10:00〜12:00、②14:00〜16:00

老人福祉センター
（１階談話コーナー）

11月 ４日㈭ 13:00〜15:00
11月18日㈭ 13:00〜15:00

問い合わせ

ドコモショップ羽咋店で、
11月30日まで、スマートフォ
ンからの予約方法などのサ
ポートを実施しています。
問い合わせ
ドコモショップ羽咋店
（☎0120‑456‑611）

市企画財政課（☎22‑7162）

七尾税務署からのお知らせ
〜「税を考える週間」〜
国税庁では、国民の皆さまに租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、
１年を通じて租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」
として、集中的にさまざまな広報広聴施策を実施しています。
今年は「くらしを支える税」をテーマとして各種行事を行います。
期間 11月11日㈭〜 11月17日㈬
テーマ 「くらしを支える税」
関連行事 小中学生の「税についての作品」の展示
市 町
七尾市
羽咋市
志賀町
宝達志水町
中能登町

会 場
ミナ.クル３Ｆ 市立図書館前
コスモアイル羽咋
志賀町役場町民ホール
富来支所町民ホール
生涯学習センター さくらドーム21
アル・プラザ鹿島

展示期間

11/11㈭〜 11/17㈬

11/ ２㈫〜 11/17㈬
11/11㈭〜 11/17㈬

税務署主催の年末調整説明会の取りやめ
令和３年以降、税務署主催の年末調整説明会は実施しないこととなりました。
国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）で年末調整に関するページを開設するほか、年末調
整に関する動画を掲載するなど、各種情報提供を行う予定ですので、ご利用ください。
問い合わせ

七尾税務署（☎0767‑52‑3381）
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電子申請の拡充・クレジット決済の導入
４月からサービスを開始している電子申請手続きの種類を拡充しました。
羽咋市では、市民の皆さまに時間や移動の制約なく行政サービスを提供するため、積極的に電子申請
の導入を進めています。
10月から、住民票や戸籍謄本の請求、所得証明などの税関係の請求、住まいづくり奨励金の申請手
続きなどについて、幅広く電子申請できるようになりました。
あわせて、電子申請にかかる手数料の支払いがクレジットカードで行えるよう
になりました。
電子申請、クレジット決済の詳細については、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ

市総務課（☎22‑7161）

市交際費 (R3.4 〜 R3.9) の状況をお知らせ
毎年２回、市交際費の状況を公表していますが、今回は、令和３年度上半期の状況をお知らせします。
令和３年度上半期の支出総額は、61,700円となりました。
今後も交際費の支出にあたっては、その必要性をはじめ、社会情勢の変化などにも十分配慮しながら、
適正に対応してまいります。

令和３年度(上半期)市交際費の状況
分類

件数

金額

主な内容

祝費

７件

31,100円 叙勲祝い、当選祝いなど

協賛、賛助費

１件

10,000円 大会への協賛費など

謝礼、激励費

４件

20,600円 特産品提供など

合計

１２件

問い合わせ

61,700円

市秘書課 秘書都市交流係（☎22‑0771）

御坊山児童公園にユニバーサルデザイン遊具を設置
宝くじコミュニティ助成事業
御坊山児童公園に宝くじの助成を受け、
ユニバーサルデザイン遊具でだれもが利用
しやすいすべり台を設置しました。
ぜひ、一度、遊びに来てみてください。

問い合わせ
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市地域整備課（☎22‑9645）

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。ご家
族（配偶者やお子様など）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険
料に加え、その保険料についても控除を受けられます。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」（または領収証明書）の添付が必要です。
日本年金機構からは下記のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を対象者あ
てに発送します。お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
対象者

発送時期

令和３年１月１日から令和３年９月30日までの間に
国民年金保険料を納付した人

令和３年10月下旬
〜 11月上旬

令和３年10月１日から令和３年12月31日までの間に
国民年金保険料を納付した人

令和４年２月上旬

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よくあるご質問（Q&A）については、
日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）に掲載しています。ぜひ、ご利用ください。
また、ご相談については下記のねんきん加入者ダイヤルまでお問い合わせください。
問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル（☎0570‑003‑004）
（050から始まる電話でおかけになる場合は、☎03‑6630‑2525）

令和４年度「放課後児童クラブ」利用者募集
放課後児童クラブは、保護者が就労などの理由により、放課後や夏休み期間中などに家庭で保育でき
ない児童が利用する施設です。
６ 申込み先
１ 対
象 小学校１年生から６年生
２ 開所時間
施設名
(１)月〜金曜日……放課後〜19:00
羽咋放課後児童クラブ
(２)土曜日､夏休み期間など……８:00〜19:00
３ 休 業 日 日曜日、祝日、お盆、
年末年始
羽咋ゆりっこ児童クラブ
４ 利 用 料 5,000円/月（８月分は8,000円）
一時利用1,000円/日
瑞穂放課後児童クラブ
夏休み期間利用13,000円
※利用料には､ おやつ代が含まれています。
※別途、傷害保険料が必要となります。
邑知放課後児童クラブ
５ 申込期間 11月１日㈪〜 11月30日㈫

利用可能者/電話番号
羽咋小学校の児童
☎22‑0959
羽咋、粟ノ保、西北台
小学校の児童
☎22‑7835
瑞穂小学校の児童
☎22‑0833
邑知、余喜小学校の児童
☎26‑0134

※粟ノ保、西北台、余喜小学校の児童は、放課後児童クラブ行きのタクシーが出ます。
お迎えは、保護者の方でお願いします。また､ 学校が休日（土曜日、夏休みなど）の場合は､
保護者の方の送迎となります。
問い合わせ

市健康福祉課 子育て支援係（☎22‑1114）
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令和３年11月１日開始

羽咋市介護予防ポイント事業

この事業は、地域のボランティア活動や介護予防活動に参加することで、健康を
維持し、閉じこもりを防ぐことを目的としています。
20ポイント貯まるとＵＦＯカードポイント引換券（200円分相当）がもらえます。
対象：市民
（市税等の滞納がない人）

対象となる活動

付与ポイント

年齢制限なし

介護予防に関する無償のボランティア活動
・筋トレ、通いの場、地域サロンなどの運営スタッフ
・傾聴ボランティアなど
・地域を支える地区懇談会への参加
・第２層生活支援協議体定例会への参加

２ポイント

以下のいずれかに該当する方
・65歳以上の方
・40歳以上65歳未満の
要支援・要介護認定者

・地域の介護予防活動への参加
（筋トレ、通いの場、地域サロン、認知症カフェなど）
・羽咋市老人福祉センターの利用（健康教室、入浴など）
・介護予防、介護に関する講座、講演会などへの参加

1ポイント

※対象外の活動：自宅などで個人で行う、体操・ウォーキング・筋力トレーニングなど
※介護予防ポイントは令和３年11月１日〜令和４年３月31日の活動が対象です。
貯めたポイントの申請は、令和４年４月15日までにお願いします。

✿ ポイント受取りまでの流れ
（１）活動ごとにポイントカードまたは介護予防手帳にポイントを貯めます。
（ポイントカード設置場所：羽咋市地域包括ケア推進室、羽咋市老人福祉センターなど）
（２）20ポイントに達したら羽咋市地域包括ケア推進室にポイントカードまたは介護予防手帳を提出
し、UFOカードポイント引換券を受け取ります。
（３）２週間以内にＵＦＯカードポイント引換え券とＵＦＯカードを持ち、ＵＦＯカード加盟店でポ
イント加算をしてください。
参加教室名と日付は、参加者本人が記載しましょう。
サイン欄は、介護予防活動代表者の押印またはサインを
もらってください。

ポイントカード見本
問い合わせ
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介護予防手帳

市地域包括ケア推進室（市役所１階⑧番窓口

☎22‑0202）

筋力トレーニング教室のご紹介
運動が体に良いと分かっていても、一人で続けるのはなかなか難しいのではないでしょうか。市内に
は20の筋力トレーニング教室があります。あなたも一緒に健康づくりに取り組んでみませんか♪
※新型コロナウイルスの感染状況により、活動を休止する場合があります。

筋トレ教室の紹介
【東川原町筋トレ教室】
毎週木曜日
活動内容

14:00 〜 15:15

東川原会館

ストレッチ、筋力トレーニング、体を動かしな
がら行う脳トレ、歌いながら行う体操など

筋トレの録音テープに合わせて、参加者の皆さんで数を
カウントしながら体操をしています。

＜参加者の皆さんにお話を聞きました！＞
・10年以上続けています。少し体の調子が悪くて
も筋トレをすると体が楽になるのを感じます。
・休むと体操がつらく感じるので、続けることで効
果があると思います。
・引っ越してきたのですが、お友達が誘ってくれて
参加するようになりました。
・体を動かすのも大切だけど、皆さんの笑顔に会え
るのが楽しみです。
・お話ができるのが楽しいです。
・みんなと同じようにできなくても、自分の体調に
合わせて気軽に参加できます。

筋トレ内容のご紹介
東川原町の筋トレ教室の様
子を、市公式ホームページに
一部公開しています。
ぜひご覧ください！

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.833 2021年11月 広報はくい
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来年１月９日に成人式を行います
令和４年成人式を、1月９日㈰にコスモアイル羽咋で行います。
対象者 平成13年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人で、羽咋市に住民票のある人
※就職や進学などで羽咋市に住民票がない人も参加できますので、希望される人は出身地区の公民
館または市生涯学習課までご連絡ください。
＜参加される際の注意事項＞
・咳エチケット、マスク着用（各自で用意)、手洗い・手指消毒の徹底をお願いします。
・成人式当日は、施設入口にて検温を実施しますのでご協力をお願いします。
・歓談する際はできるだけお互いの距離を保ち、多くの人が同一の場所に集まる密の状態を避け
てください。
新型コロナウイルスの感染状況（緊急事態宣言の発令、そのほか市が成人
式開催について適切でないと判断した場合など）によっては、開催を見合わ
せる場合があります。その際には、新成人やご家族・関係者の皆さまに大変
ご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
※日程など詳細については、市ホームページ（11月ごろ掲載予定）や
12月発送予定の招待状でご確認ください。
問い合わせ

市生涯学習課（☎22‑9331）

羽咋市家庭教育推進協議会作品展
羽咋市少年育成センター作品展

11/1㈪ 13:00
〜11/8㈪ 16:00
※11/2㈫は休館

毎年、羽咋市文化祭で展示していた「家族川柳」
「子育て標語」
「親
子アルバム」作品は、文化祭が新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため中止されたことに伴い、以下のとおり展示することとしました。
ぜひ、見に来てください。
場
所 コスモアイル羽咋 ロトンダ周辺
展示内容 家族川柳入選作品、子育て標語入選作品、
各家庭で作られた親子ふれあいアルバム作品
羽咋市家庭教育推進協議会は、より健やかな家庭づくりを目指し、市民憲章実践活動の一環として、市
民ぐるみで家庭教育の推進を願い設立されました。市民の方々の深い理解と協力を得て、青少年健全育成
の一翼を担っています。
次代を担う子どもたちが、健やかにたくましく育つために、また保護者も自信を持って楽しく子育てが
できるように、きめ細やかな家庭教育支援を行っていくためのものです。
そのため、子どもたちの発達段階に応じて、乳幼児部会、児童部会、生徒部会と、家庭の教育力の向上
を支援する家庭教育支援部会の４部会からなり、特色ある事業を行っています。一例として、乳幼児部会
の「親子ふれあいアルバム」や「子育て標語」
、児童部会・生徒部会の「家族川柳」など、家族の絆を大
切にした事業があります。

問い合わせ
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羽咋市教育委員会内・羽咋市家庭教育推進協議会（☎22‑9331）
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羽咋市老人福祉センター利用のご案内
開館時間
休館日

9:00 〜 16:15

場所

羽咋市鶴多町亀田17番地（羽松高校前）

土・日曜日、祝日、お盆、年末年始

【趣味の教室】
教

電話

22‑5313

【羽咋市社会福祉協議会が行う介護予防事業】

室

曜

日

時

間

おとなの健康教室（無料）

舞踊教室

毎週金曜日

10:00〜12:00

通信ソフトのプログラムを使用した｢脳トレ･筋トレ｣

お茶教室

第１･３月曜日 13:30〜15:30

第１･３木曜日の11:00〜、第２･４金曜日の11:00〜

民謡教室

第１･３水曜日 10:00〜12:00

書道教室

第２･４火曜日 13:30〜15:30

健康ダンス教室（１回 400円）
（軽快な音楽に合わせて踊ります｡）

カラオケ友の会 毎週月曜日

10:00〜12:00

木曜日（月２回・不定期）の10:00〜11:00

カラオケ気楽会 毎週木曜日

10:00〜12:00

転ばぬ先の「美しい姿勢作りと脳トレ体操教室」(１回400円)

囲碁教室

13:30〜15:30

火曜日（月２回・不定期）の10:00〜11:00

平日

認知症カフェ

【入浴施設のご利用について】

第３木曜日

・１回100円
（65歳以上の羽咋市民､ 身体障がい者､ 老人クラブの加入者
が利用できます｡）

つるかめ（参加費 100円）
10:00〜11:30

※新型コロナウイルス感染状況により、休館や教室の休止、
事業変更とする場合があります。

【利用者送迎ワゴン車について】
利用者を送迎するワゴン車を運行しています。時刻、停車場所などについては、お問い合わせください。
月曜日 鹿島路方面 火曜日 ①酒井方面 ②粟ノ保方面 木曜日 粟ノ保方面 金曜日 神子原方面
定時運行 羽咋駅 ⇔ 老人福祉センター

両親学級のご案内

要予約

産前・産後のママを対象に下記のクラスを開催します。パパも育児に協力できるよう、この機会に一
緒に参加してみませんか。どうぞ、お気軽にご参加ください。
クラス名

プレパパプレママクラス

フレッシュママクラス

妊娠中の夫婦
（ママだけ、パパだけの参加もＯＫ）
11月14日㈰
９:30 〜 11:45（受付 ９:15 〜）
羽咋すこやかセンター ２階 研修室

産婦と乳児
（生後４か月頃まで）
11月15日㈪
13:30 〜 15:00（受付 13:15 〜）
羽咋すこやかセンター ２階 和室

対

象

月
時
場

日
間
所

内

・妊娠中の身体のこと
・分娩、母乳育児のこと
容
・パパの妊婦体験
・沐浴練習

・母子健康手帳
持 ち 物 ・飲み物
申込期限
問い合わせ・申込み

11月８日㈪

・お子様の体重測定
・育児、母乳、ママに必要な栄養の話
・ママ同士の交流
・母子健康手帳
・お子様のお世話グッズ
・飲み物
11月９日㈫

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）

No.833 2021年11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６月生)
11月10日㈬ 午後１時〜
●１歳６か月児健診(令和２年４月生)
11月11日㈭ 午後１時〜
●４か月児健診(令和３年７月生)
11月30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 11月２日㈫
午前10時30分〜11時30分
「キレイに洗おう！手洗い講習会」
講師：羽咋病院感染予防対策チーム
北 信代 氏
☆育児相談 11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 11月17日㈬
午前10時30分〜11時30分
☆お楽しみデー 11月24日㈬
午前10時30分〜11時30分
担当：羽咋白百合幼稚園

こすもす保育園親子育児講座
16日㈫ 午前９時30分〜 10時30分
「流行前に知っておこう！感染症と
対策！(看護師相談)」
要予約
定員５組
講師：こすもす保育園
看護師 中村 人美 氏

14

広報はくい No.833 2021年11月

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

11月 ２日㈫
５日㈮
５日㈮
８日㈪
９日㈫
10日㈬
10日㈬
11日㈭
12日㈮
12日㈮
16日㈫
17日㈬
22日㈪
24日㈬
25日㈭
30日㈫

容

ところ

ビリビリくしゃくしゃ新聞紙遊び！
子どもの食事について(栄養士相談)
びりっとくしゃっと何作ろう？
ペタペタシールあそびを楽しもう！
わくわく！りんご狩りごっこ！
体を動かして遊ぼう
コネコネあそぼう！小麦粉粘土
絵本って、楽しいね！
子どもの病気について(看護師相談)
どんぐりころころ♪
★流行前に知っておこう！感染症と対策！
（看護師相談）要予約定員５組
ふわふわ風船であそぼう！
ぽっとん遊びを楽しもう！
ママとふれあいあそび＆お誕生会
お店屋さんごっこ
ブルルン！コンビカーサーキット！
✿ 大きくなったね(身体計測)

こすもす保育園
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
西北台保育所
羽咋幼稚園
千里浜保育所
とき保育園
羽咋白百合幼稚園
こすもす保育園
羽咋幼稚園
邑知保育園
羽咋幼稚園
千里浜保育所
こすもす保育園

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〜 遊びのチャンピオン
第２･４金曜日 午後４時30分〜 トランポリンクラブ
と

き

11月 ６日㈯ 午後２時
13日㈯ 午後２時
20日㈯ 午後１時
20日㈯ 午後２時
27日㈯ 午後２時

内

容

わくわく広場
老人会交流
お茶クラブ
絵本の読み聞かせ
クリスマスかざり作り

備考

講師：辻森正美さん

■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』
ミモザのオススメ『絵本』

はじめてのオーケストラ
佐渡

裕／原作

小学館

中田館長のオススメ『ＹＡ本』

「世界征服」は可能か？
岡田斗司夫／著

今日はみーちゃんがはじめてオー
ケストラをききにいく日。みー
ちゃんのパパはオーケストラの指
揮者です。静まりかえった空気の
中から、オーケストラと客席のみ
んなが一つになって、最高の音楽
を作りあげていきます。すばらし
い演奏会へようこそ！
新米司書のオススメ『一般図書』

筑摩書房
「世界征服をするためには、具体
的にどうすればいいか？」という
テーマで、ひたすら真面目に思考
実験をしていく本です。コミカル
なテーマを切り口に、そこから現
代社会の本質や問題点を論じてい
く「社会派」の書籍です。

とんび司書のオススメ『健康本』

著作権ハンドブック

疲れ即とり 酢もやし健康法

宮武 久佳、大塚 大／著

望月 理恵子／著

東京書籍

この本は、学校の先生や事務職の
人、子どもたちや保護者の方のた
めに、著作権についてＱ＆Ａ形式
でわかりやすく解説しています。
改正著作権法第35条に対応して
いて、オンライン授業に役立つ情
報が書かれています。

アスコム
食卓でも脇役のイメージがあるも
やし。地味だけど、実は栄養満点
でヘルシー。しかも、酢と調味料
を加えるだけで疲労回復食材に早
変わり。一年中安価で季節を問わ
ず食べられる野菜を、日々の食事
に美味しく取り入れてみません
か。

11月の企画展

11月のイベント

■特別展示「墨塗り教科書」

■映画上映会

戦後、ＧＨＱによって削除（墨塗り）された日本の

日

時：11月21日㈰

教科書を展示します。

場

所：コスモアイル羽咋

■一般書展示「ＤＩＹを楽しむ」
既製品にはないオリジナルな作品が、欲しい場所に

14時〜 15時半

入 場 料：無料
上映内容：
「トムとジェリー 夢のチョコレート工場」

できるＤＩＹ。小さな物から手作りを楽しんでみま

■ おはなし講座

しょう。

日

時：11月29日㈪

場

所：コスモアイル羽咋

■児童書展示「大好き音楽♪」
音楽を聴くとわくわくして体が動いたり、笑顔に
なったり……。どんな音楽が聴こえてくるかな？

小ホール

14時〜 15時半
研修室

対 象 者：大人
定
申 ・
□

員：20人（要予約）
：図書館

No.833 2021年11月 広報はくい
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清水

人と人とのつながりを大切に
清水さんは４年前に東京から移
住してきました。移住にあたって
は、夫の研吾さんが家族みんな生
活していけるのか、とためらいも
見せる中、江梨さんが背中を押す
形で羽咋市へ移住を決めたとのこ
とです。
現在、研吾さんは自然栽培農家
として生産に携わり、江梨さんが
加工を担っています。
今年５月には、「皆さんに安心し
て召し上がっていただける自家農

提供している発酵弁当など

(44歳、飯山町)

園の野菜と身体の調子を整える発
酵食品を使ったお店を出したい」
と、飯山町の空き家を活用し、発
酵食を提供する飲食店『地球知足』
を開きました。
お店では、発酵食品をたくさん
使った弁当や、カレーライス、ベ
ーグルなどのほか、予算等に応じ
たオードブルも提供しています。
清水さんはお店を営業するにあ
たり、「人と人とのつながりを大
切に、消費者と深くつながりたい。
モノを売るだけではなく、お互い
に顔を見て信頼を重ねていきたい」
、
「個人店ならではの強みを生かして
地域を活性化しながら、自身も楽
しみたい」と語ってくれました。
また、食べて交流することをメ
インとした発酵料理教室も行いた
いと考えており、新型コロナの状
況を見ながら、取り組みを進めて
いく方針です。

輪を広げよう
手話の
・・・・・・
・・・

ひとこと手話
ひとこと手話

江梨さん

ち き ゅ う

ち

そ く

清水さんはお店を営業する傍ら、
移住プランナーとしても活動して
います。
移住後、同世代の人の少なさ、
都会とのギャップの大きさなどか
ら、苦労が絶えなかったという清
水さん。
「得られる情報が少なかっ
た。自らの移住時・移住後の経験
を生かし、子育て世代の女性をは
じめ、移住希望者にアドバイスで
きたら」と話します。また、
「自分
の住んでいる能登・羽咋を好きに
なり、移住を考えている方へ自信
を持ってオススメできるようにな
りたい」と今後の活動に意欲を見
せてくれました。
飲食店としても移住プランナー
としても、人とのつながりを大切
にしたいという清水さんの心が垣
間見えました。

聴覚障がい者とのコミュニケーションの留意点
聴覚障がい者とのコミュニケーション方法には、手話・筆
談・口の動きを読み取る・補聴器の活用などがあります。
聴覚障がいによってコミュニケーション方法は異なります
が、主な留意点を記します。
・話しかける前に注意をひく。
（話しかけられていることに気づかないことがあります）

今月の手話「どこ？」
①｢場所｣と②｢何？｣の手話を組み合わせます。
①

②

・口元や表情が見やすい場所で、真正面を向いて。
（口の動きや表情でも、話の内容を理解します）
・普通の声の大きさで、少しゆっくり話す。
（ゆっくりすぎたり大きな声では、表情や口の動きが変わ
り、内容がつかめません）
・書くときは、簡潔に要点のみを書く。
（文章が長いと間違って伝わる可能性があります）
・身振り・手振りも使って。

胸の前で右手の指
を 軽 く 曲 げ、 指 先
を下に向けます

疋津

胸の前で右手の人
差 し 指 を 立 て、 左
右に振ります

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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ク ロ ス ワ ー ド
イ
ズ

・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

5

4
6

7

8
９

11

タテのカギ
１
２
３
４
６
８
10
12
14

10

12

13
14

15

光沢、艶
外国人、よそ者、宇宙人
輪
場所、空間、時間などの一点を示す前置詞
雪
３、３つ目の
猫
病気の、気分が悪い
もし〜なら、〜かどうか

ヨコのカギ
１
４
５
７
９
11
13
15

目標、目的
〜として、〜のように、同じように
道に迷った、失った
タマネギ
重要な出来事、時代
罪、罪を犯す
争い、争う
はったり、だます

※答えは27ページにあります。

道の駅「ららん藤岡」
〜幻想的なイルミネーション〜
広 場 を 中 心 に 約20万
球の電飾がららん藤岡内
を彩り、広場の中央にあ
藤岡市にある道の駅「ららん藤 るツリーと夜空に広がる光のライ
岡」は、子どもたちの遊び場であ ンや地面を流れるような青いきら
る噴水広場を中心に、農産物直売 めきなど、幻想的な光が来場者を
所やお土産店、飲食店が立ち並び、 魅了します。また、併設のミニ遊
高速道路と一般道のどちらからで 園地では、観覧車からイルミネー
も利用可能なハイウェイオアシス ションを眺めるナイトツアーも実
として親しまれている全国的にも 施しています。
イルミネーションは、来年１月
人気の道の駅です。地元の人々も
買い物に多く訪れ、日々活気にあ 31日まで行われます。藤岡にお
越しの際は、ぜひららん藤岡に立
ふれています。
ららん藤岡では、10月23日か ち寄って光のページェントをお楽
らイルミネーションが始まりまし しみください。
た。

No.833 2021年11月 広報はくい
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秋の火災予防運動を実施
〜おうち時間

家族で点検

火の始末〜

11月９日㈫〜 11月15日㈪
これから冬にかけて空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節になります。一人ひとりが、火災予防に
対する意識を持つことが大切です。このことから、「火災や災害に強い街づくり」を目的に11月９日か
ら15日までの一週間を秋の全国火災予防運動と定めています。

住宅防火
４

ト
命を守る 10 のポイント

つの習慣
①寝たばこは絶対しない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③コンロを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６

つの習慣
①火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置の付いた機器を使用する。
機器 使用す
②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器具などを設置し、使い方を確認しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

住宅用火災警報器の点検はしていますか？
住宅用火災警報器のほとんどは電池で動いています。電池の寿命は約10年とされており、適切に
作動するためには維持管理が大切です。住宅用火災警報器が適切に作動するよう、定期的に点検を行
い、機器に異常があれば、交換しましょう。

問い合わせ
広
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羽咋消防署 警備係（☎22‑7812）

令和３年度羽咋郡市広域圏事務組合職員採用候補者試験
試験区分

採用予定人数

受験資格

消防士

１人

①平成４年４月２日以降に生まれた人で性別不問
②高等学校卒業程度の学力を有し、消防業務に必要な体力、健康を有する人

受付期間
11月 １日㈪〜 11月30日㈫
第１次試験日 12月19日㈰
試験会場
羽咋市内（申込締切後、受験者あてに通知）
採用予定日
令和４年４月１日
申込書交付場所 組合事務局総務課、消防本部、羽咋市市民窓口課、宝達志水町・志賀町の各総務課
詳しくは、羽咋郡市広域圏事務組合ホームページをご覧ください。
（URL：http://www.hakuikouiki.jp/）
問い合わせ先

地域安全ニュース

羽咋郡市広域圏事務組合事務局総務課（☎22‑6610）
消防本部消防総務課（☎22‑7814）

羽咋警察署・羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

〜還付金詐欺に注意してください！〜

ハク太郎
ク太郎

県内で還付金詐欺の被害が増加しています。今後も市役所・役場職員などをかたる還付金詐欺の電話
が予想されますので、ご注意ください。
市役所・役場職員などをかたった、
「還付金があります」
「どこの金融機関の口座を持っていますか」
「今日中にＡＴＭで還付手続きする必要があります」
などの還付金詐欺に発展する電話に注意してください。この後、犯人の指示に従い、ＡＴＭを操作す
ると、犯人が指定する口座にお金を振り込みだまし取られてしまいます。
○ＡＴＭでお金は戻ってきません！
○被害防止には「留守電！切断！即相談！」が有効です！
○子や孫世代から祖父母や身近な高齢者にも情報を伝え、詐欺を撃退しましょう！

問い合わせ

広

告

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.833 2021年11月 広報はくい
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外国人住民をサポートしたい人
のための基礎講座
クリンクルはくい
エコクッキング教室(第８回)
日時 11月６日㈯ 9:00 〜
場所 リサイクルセンター（滝谷町）
定員 20人
参加費 1,000円
持ち物 エプロン、三角巾、はし
内容 料理をとおして、ごみを出
さない工夫やごみの分別方
法を学びます。
講師 室谷 加代子さん
申込期間 10月28日㈭〜 11月5日㈮
申・
クリンクルはくい（☎27‑1153）

自衛官候補生などを募集
１ 自衛官候補生（男子・女子）

のサポートの方法を、話し合いな

応募資格

18歳以上33歳未満

がら楽しく学びます。

試験期日

11月27日㈯予定

会場・日程など

試験会場

金沢市内

①11月17日㈬ 19:00 〜 20:30

受付期間

11月24日㈬まで

志賀町文化ホール ２Ｆ研修室

※自衛官候補生の採用試験は、年
間を通じて行っています。
２ 陸上自衛隊高等工科学校生徒
応募資格 15歳以上17歳未満の

※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。

第15回

邑知検定

実施日 11月13日㈯
検定時間 10:00〜11:00(受付9:30〜9:50)
会場 邑知中学校 食堂
受検料 無料
受検資格 中学生以上どなたでも
申込締切 11月６日㈯
その他
(QRコードを読み取ってください)
受検申込み
事前学習ドリル

参考資料①

申・

広

参考資料②

邑知ふれあいセンター
（邑知公民館 ☎26‑0027）
告

外国人住民の日本語学習や生活

男子で、中学校卒業者
（見込みを含む）
試験期日
１次試験

令和４年１月22日㈯

２次試験

令和４年２月３日㈭〜
２月６日㈰の間の指定
する１日

テーマ：「外国人住民のための日
本語教室ってどんな所？」
②11月23日(火･祝)13:30〜15:00
羽咋公民館

３Ｆ研修室

テーマ：
「災害時、外国人住民と
どのように助け合うか」
③12月１日㈬ 19:00 〜 20:30
宝達志水町生涯学習センター
さくらドーム21 ２Ｆ視聴覚室
テーマ：「地域の外国人に日本語
を教えてみたい！」
※①〜③の全部または一部の参加

試験会場

七尾市内

受付期間

11月１日㈪〜

対象

令和４年１月14日㈮

との交流に関心や意欲のある人

でもＯＫ
羽咋郡市に在住で、外国人

（国籍、年齢、外国語能力、日本
自衛隊石川地方協力本部

語を教えた経験は問いません）

七尾出張所（七尾地方合同庁

定員

20人

舎３Ｆ、☎0767‑53‑1691）

講師

石川県国際交流協会から派遣

または、お近くの羽咋市自衛

受講料

官募集相談員

申込締切

無料
11月15日(月)

大川町 福島則明（☎22‑1083）

申・

一ノ宮町 木元秀士（☎22‑3224）

（☎22‑9331、メール

吉崎町 徳和良太（☎090‑2126‑9194）

市生涯学習課

gakusyu@city.hakui.lg.jp）

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）

「女性の人権ホットライン」強化週間
11月は児童虐待防止推進月間
児童虐待とは、親や
親に代わる養育者が子
どもの心や身体を傷つ
ける行為です。
子どもの人格形成に重大な影響
を与えるので早期に発見し、対応

夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、依然として数
多く発生しています。
これらの女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図るための取り組
みを強化するため、全国一斉に「女性の人権ホットライン」強化週間を
実施します。
相談無料 ・ 秘密厳守
実施期間 11月12日㈮〜 18日㈭
受付時間 ８:30 〜 19:00（土曜・日曜は10:00 〜 17:00）
電話番号 0570‑070‑810 ※法務局職員、人権擁護委員が対応

することが必要です。

ハローワーク羽咋からのお知らせ

【相談窓口】
虐待かもと思ったら迷わず

まだハローワークをご利用になっていない皆さまへ

へお電話を。
あなたの１本のお電話で救われ
る子どもがいます。
※連絡者や連絡内容に関する秘密
は守られます
市健康福祉課 子育て支援係
（☎22‑1114）

パープルリボン運動にご参加を
11月12日㈮〜 25日㈭は、
「女
性に対する暴力をなくす運動」週
間です。パープルリボンは、女性
に対する暴力根絶運動のシンボル

求職活動の第一歩！ ハローワークインターネットサービスに
オンライン登録しませんか？
ハローワークインターネットサービスが、９月からさらに便利になり
ました。これまで以上にオンラインで受けられるサービスが広がり、皆
さまの就職活動を強力にサポートします。この機会にぜひご登録くだ
さい！
◆ オンライン登録するとできること
・全国のハローワークの求人を幅広く見ることができます！
（一部の求人には直接応募もできます）
・就職活動のお悩みをハローワークが解決します！
◆ 今すぐオンライン登録！
オンライン登録は、スマートフォンやPCから、まずはハローワーク
インターネットサービス（厚生労働省サイト）にアクセス！

ハローワークインターネットサービス

となっています。
この期間中、市役所１階ロビー
にパープルリボンツリーを設置し
ています。メッセージカードとリ
ボンでツリーを飾
り、この運動にご
参加ください。

仕事をお探しの方
求職申込み（求職者マイページの開設）
インターネット上で求職申込みの登録ができます。
求職者マイページ開設（パスワード登録）
ハローワークで「求職者マイページ」開設のためのアカウントを登録
した方は、こちらからパスワードを登録してください。

市生涯学習課
問い合わせ

（☎22‑9331）
広

告

ハローワーク羽咋（☎22‑1241）
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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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寺家遺跡国史跡指定10周年企画展
史跡 寺家遺跡を知り､守り､伝える｡
現在進行中の「整備のための発
掘調査事業」の最新情報を紹介し、
寺家遺跡の将来の史跡整備を展望
します。
会期 10月５日㈫〜 12月５日㈰
会期中無休
時間 ９時〜17時(入館は16時半まで)
会場・
歴史民俗資料館
(☎22‑5998)

羽咋市公民館研究集会・記念講演会
（市民憲章助成金贈呈式）
日時 11月27日㈯
13:40〜14:10 表彰状・感謝状の贈呈
（市民憲章推進基金助成金贈呈）
14:10〜15:30 公民館事例発表
（千里浜公民館・粟ノ保公民館）
15:40〜16:20 記念講演会
場所 コスモアイル羽咋
小ホール（ロトンダ）
市生涯学習課（☎22‑9331）

世界農業遺産国際会議2021
「能登の里山里海」が日本で初めて、世界農業遺産に認定されてから、
今年で10年を迎えました。認定効果が観光やものづくりといった産業
にも波及している本県の取組・成果や、世界農業遺産が有する価値を改
めて国内外に広く発信するため、今年秋、能登で国際会議を開催します。
日程 11月25日㈭ 開会式、ハイレベルセッション、分科会
11月26日㈮ 分科会、記念シンポジウム、クロージングセッション
11月27日㈯ エクスカーション（能登コース、佐渡コース）
場所 七尾市和倉温泉「あえの風」(会場への参加は関係者のみ)
一般の方はオンラインでご参加いただけます。
公式サイト(https://giahs2021-noto.jp）で参加登録し、
ご視聴ください（11月25日㈭13:00会議開始）。
「世界農業遺産国際会議2021」開催委員会事務局
（石川県企画振興部企画課内 ☎076‑225‑1357） 世界農業遺産国際会議2021 検索
い い み ら い

11月30日は「年金の日」です
ご自身の年金記録や年金見込額
を確認し、将来の生活設計につい
て考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご利用い
ただくと、パソコンやスマート
フォンからいつでもご自身の年金
記録を確認できるほか、条件を設
定し、年金見込額の試算をするこ
ともできます。
広

告

七尾年金事務所
（☎0767‑53‑6511）

譲ります
・デジタル時計
・全身鏡（縦150cm×35cm）
・インクカートリッジ（６色セット）
・ 申 市商工観光課（☎22‑1118）

人口の動き
■人口 20,638人(−24人)
□男性
9,771人(− ８人)
□女性 10,867人(−16人)
■世帯数 8,530世帯(−９世帯)
＊令和３年10月１日現在
( )内は前月比
※外国人住民を含む
【９月中の人口動態】
□出生
6人
□死亡
29人
□転入など
34人
□転出など
35人

今月の納税
納期限
11月30日㈫
国民健康保険税 ５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。
希望する人は、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 11月28日㈰ 8:30 〜 12:00
場所 羽咋市役所税務課
市税務課 収納係（☎22‑1113）

欄

市役所の連絡先
（代表：22‑1111）
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詳しくは、日本年金機構ホー
ム ペ ージ(https://www.nenkin.
go.jp/n̲net/)でご確認いただく
か、七尾年金事務所にお問い合わ
せください。

■市民リサイクル銀行11月分
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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

ことから芝生の緑が大変きれい
に目に映ります。
そのグラウンドゴルフ場の最
奥の一段低くなったところに
柳田シャコデ廃寺跡があります。
正面の門と回廊、そして西門の
しました。
跡も発見されました。シャコデ
自宅から旧北國繊維の前を通
は「釈迦堂(しゃかどう)」が言
り釜屋町の旧道を歩きます。県
い変わったそうです。
道から朱鷺の台ゴルフ場へ行く
近くには気多大社、寺家遺跡
坂道のすぐ近くに眉丈台地自
などがあり、それらが歴史的に
然緑地公園の看板が目に入って
どのように関連しているか興味
きます。入口正面に野球場広場
があります。グラウンドゴルフ
があり左手に進みバックネット
を曲がるとその横はサッカー場、 場では２組のチームがプレイを
していました。当日は、金沢で
そしてグラウンドゴルフ場があ
大会があり、皆そこへ参加した
ります。グラウンドゴルフ場は
ので利用者が少ないとのことで
利用されている方々が一生懸命
した。グラウンドゴルフ場から
管理され、雨上がりでもあった
新聞の柳田
シャコデ廃寺
跡の記事が目
に留まり行っ
てみることに

訂正 先月号に記載した「住吉神社」は
誤りで、正しくは「日吉神社」でした。

市 民 文 芸

はくい歌会

油蝉の鳴くを聞かずして気のつけば

ざ

ち

厨に入り来る蜩のこえ

は

ち

朽ちそうな稲架小屋のあるいなか道

あか

遠い記憶は亡父とのはざがけ

とよ

炎天は豊なる証し米どころ

邑知平野の青田の笑う

うつ

健やかに現つを生きて八十の

よわい

齢たしかむる秋の日のもと

夏こそは吾の世なるぞと向日葵は

黄をたぎらせて空に向きいる

窓透かし畳も染めるあかね雲

ひとり眺める今日の暮れゆく

街川の欄干にもたれ捜しいる

合鴨の群れ今日もいるかと

どこかしら涼しくなりて虫の声

伊賀
英子

峰子

照子

小倉

木村

睦子

富子

武田

田多

延子

弘子

林

二美

橋本

林

干場早智子
告

きれいな音色リンリンリンと

はろばろと歩み来しかなわが旅路

思いかえせば一睡の夢
広

とんぼ池横の散策路を歩きキャ
ンプ場を通り高台の「ちびっ子
自然センター」へ。センターは
ログハウスの建物です。
ここでは自然観察が学べ、星
の観察もできる天体望遠鏡もあ
ります。さらにその奥に「こど
もの城」があり、城の最上階へ
上ると日本海や宝達山が眺望で
きます。また、公園内にはバー
ベキュー施設やアスレチック広
場などがあります。公園をもう
少し整備し、子どもから高齢者
の方まで利用しやすく、親しみ
のある場になればと思います。

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

フードパントリー（食品無料配布会）
９月19日、羽咋市社会福祉協議会が食品無料配布会を
実施し、事前に申し込まれた約30人に一人あたりお米10
㎏などの食料品や日用品を配布しました。
配布した品は、９月５日〜 10日に実施したフードドラ
イブでご寄付をいただいたもの※で、新型コロナウイルス
感染症の影響で長期間生活に困窮している人やひとり親
世帯に配布されました。
※市民62人と企業２社から、米300kg、食料品250kg、
日用品70kgを寄付いただきました。

配布された一人分の食料品など

空手・全国大会で大健闘

福田衣織さん（左）

桝田智也さん
（左から２番目）

９月22日、第63回小学生・中学生全国空手道選手権
大会の組手試合個人小学６年生女子の部でベスト８に入
賞した福田衣織さん（邑知小６年）が、大会の成績を岸
市長に報告しました。
また、９月29日には、第39回全日本空手道選手権大
会をはじめとする４種の全国大会すべてで優勝した桝田
智也さん（こすもす保育園年長）が、大会の成績を岸市
長に報告しました。

深井が幕下全勝Ｖ
９月24日、
大相撲秋場所で、
吉崎町出身の力士・深井（高
砂部屋）が幕下全勝優勝を決めました。
６勝０敗で、全勝優勝を目前としたこの一番、羽咋市
役所では急きょ玄関ロビーに大型モニターを準備し、パ
ブリックビューイングを実施しました。
ロビーに集まった市民らは固唾を飲んで取組を見守り、
深井が優勝を決めた瞬間、歓声と拍手が沸き起こりました。
深井の優勝を祝福する市民ら

24
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石川日産羽咋店に災害支援ステーション

電気自動車から電力供給が可能

９月28日、石川日産自動車販売株式会社で、「羽咋市
と損害保険ジャパン株式会社及び石川日産自動車販売株
式会社との災害時支援ステーション設置に係る覚書」を
締結しました。
これは、市内に地震、風水害などの災害が発生した場
合、石川日産自動車販売㈱羽咋店（兵庫町）で、避難者
の受け入れにご協力をいただくものです。
同社の所有する電気自動車から電力供給することがで
きるほか、水や食料、簡易ベッドなどの災害用品も備蓄
しています。

ライフサポート村友 起工式
９月28日、四柳町地内で、社会福祉法人弘和会「ライ
フサポート村友（仮称）
」の起工式が行われました。
同施設は、就労継続支援Ｂ型事業※を行う施設で、自然
栽培のタマネギを使って肉まんを製造・冷凍し、販売す
る予定です。施設は年度末には完成する見込みで、農福
連携の取り組みに拍車がかかることが期待されます。
※通常の事業所での雇用契約に基づく就労が困難な障がい者に、
就労機会の提供や就労に必要な知識・技能の向上のため、必要
な訓練・支援を行うサービス。

鍬入れを行う畝理事長

千里浜音楽祭実行委員会が寄付

千里浜音楽祭実行委員会の皆さん

９月30日、千里浜音楽祭実行委員会が市役所を訪れ、
千里浜をテーマにした曲を収めたＣＤ100枚を寄付しま
した。加えて､ＣＤの売上に応じ､１枚あたり200円を千
里浜再生プロジェクト実行委員会へ寄付することを表明。
このＣＤは、７月に開催予定だった音楽祭がコロナ禍
で中止となったため、協賛金をもとに制作したもので、
メンバーの「羽咋を代表する千里浜海岸が廃れてしまう
のは寂しい。多くの人に共感してほしい」との思いから、
寄付に至ったとのことです。

干場産業サービスと災害協定を締結
10月４日、干場産業サービス株式会社と「災害時にお
けるガソリン等燃料の供給に関する協定」を締結しました。
これは、地震などによる大規模災害が発生した場合、緊
急車両・公共車両などへの給油に関して、
「羽咋市中核給
油所」として協力をいただくものです。
また、併せて、
「羽咋市消防団応援の店」第１号の登録
式が行われ、同社では消防団員が割引などを受けられる
ことになりました。
「消防団応援の店」登録証を掲げる干場満社長（左）
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11

市民カレンダー

市 ＝市役所

月 CALENDER

日

11/1

㈪

2㈫
3(水祝)
4㈭
5㈮

時

市役所代表電話(☎22‑1111)

行

事

名

場

10

㈯

㈬

当

生涯学習課

13:45〜16:30 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 令和３年羽咋市顕彰式

市 401会議室

秘書課

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
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

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

8:30〜10:00

市民健診（要予約）

13:00〜14:00 女性がん検診（要予約）

6

担

コスモアイル羽咋
ロトンダ周辺

13:00〜16:00

羽咋市家庭教育推進協議会作品展
(３日〜８日の9:00〜16:00も展示)

所

8:00〜10:00

13:00〜

市民健診（要予約）

３歳児健診

19:00〜20:00 ふれあいにほんごひろば

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

羽咋公民館

生涯学習課

11
14
15

㈭

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

㈰

9:30〜11:45

プレパパプレママクラス

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

㈪

13:30〜15:00 フレッシュママクラス

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

16

㈫

10:00〜12:00

17

㈬

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

18

㈭

りんご狩り（鹿島路りんご２個400
親子サロン「さくらんぼ」
円)・お茶タイム

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

13:30〜15:00 栄養・運動教室（要予約）

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

10:00〜

こころのケアサポート（要予約）

社会福祉協議会

20

㈯

13:30〜15:00

羽咋市少年少女発明クラブ実験工作
「燃料電池を作ろう」

コスモアイル羽咋

生涯学習課

21

㈰

14:00〜15:30

映画上映会「トムとジェリー
チョコレート工場」

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

22

㈪

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

夢の

外国人に日本語を教えたい人のための
羽咋公民館
基礎講座

23(火祝)

13:30〜15:00

24

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

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

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

コスモアイル羽咋

生涯学習課

コスモアイル羽咋

羽咋市立図書館

羽咋すこやかセンター

健康福祉課

㈬

羽咋市公民館研究集会
市民憲章助成金贈呈式
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㈯

13:30〜16:30

29
30

㈪

14:00〜15:30 おはなし語り講座

㈫

13:00〜

４か月児健診

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。

11月の休日当番医
(午前９時〜正午：事前連絡必要)

休日当番医

３日 松江産婦人科内科医院
（水・祝） 志賀クリニック（内科)

小児

羽 咋 市 島 出 町

22‑2479

志 賀 町 高 浜 町

32‑5307

７日 松柳医院（内科)
（日） 四蔵医院（内科）

羽 咋 市 島 出 町

22‑0011

志 賀 町 仏 木

37‑1030

14日 田村眼科クリニック
（日） 加藤病院（内科）

羽 咋 市 鶴 多 町

22‑0026

志 賀 町 高 浜 町

32‑1251

公立能登総合病院

七尾市 0767‑
藤橋町 52‑6611

公立羽咋病院

羽咋市
22‑1220
的場町

恵寿総合病院

七尾市 0767‑
富岡町 52‑3211

羽 咋 市 鶴 多 町 22‑7800
21日 いがわ内科クリニック
とどろき医院
（日） 河﨑医院（外科・胃腸科・内科） 志 賀 町 高 浜 町 32‑0019

羽咋市
22‑7855
鶴多町

23日 羽咋診療所（内科）
（火・祝） 岡田医院（内科）
28日 池野整形外科耳鼻咽喉科医院
（日） いけの整形外科

羽 咋 市 柳 橋 町

22‑5652

志賀町富来領家町

42‑1921

志 賀 町 高 浜 町

32‑0040

羽咋市南中央町

22‑0254

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

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

羽咋市文化祭

市生涯学習課（☎22‑9331）

第55回羽咋市民駅伝祭

市生涯学習課 スポーツ推進室（☎22‑3312）

羽咋市文化協会の展示
毎月、市役所玄関ロビーで、羽咋市文化協会の所属団体が
交替で作品を展示しています。ぜひご覧ください。

クロスワードクイズ(17㌻ )の答え

11月の展示：「羽咋美術協会」
問い合わせ

市生涯学習課（☎22‑9331)

Ｇ

Ｏ

Ｌ

お詫びと訂正

Ｏ

先月号13㌻に掲載した下水道事業会計決算のグラフについて、
以下のとおり誤植がありました。お詫びして、訂正いたします。
■収入・支出の項目別割合
長期前受金戻入

収入

下水道使用料

Ｓ
Ｓ

Ｉ

Ｌ

Ｌ

Ｏ

Ｓ

Ｉ

Ｏ

Ｎ

Ｅ

Ｐ

Ｏ

Ｃ

Ｈ

Ｗ

Ａ

Ｒ

Ｔ

Ｅ

Ｎ

Ｌ

その他

Ｂ

一般会計繰越金

Ｎ

Ａ

Ｌ

Ａ

Ｉ

Ｕ

Ｆ

Ｆ

Ｓ

Ｔ
Ｔ

Ｅ

正しくは、「一般会計繰入金」
資産減耗費
減価償却費

維持管理費

純利益
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て つ た く

銅鈴と鉄鐸

遺跡編

令和３年（2021）

令和３年11月１日発行／月刊

ど う れ い

№833

11月号

古代神まつりの道具４

寺家遺跡から出土した「銅鈴」は、直径約15mmの小さな銅製の鈴で、神
ときん

まつりに使用された銅鏡などとともに見つかりました。表面は鍍金されてお
り、金銅メッキの技術が用いられています。内部には小さな石が残り、現在
ひも

てつたく

と同じように紐 で吊るして鳴らしたと考えられます。また、同じく「鉄 鐸」
も音を鳴らす道具です。全長５〜 10cm程度の台形の薄い鉄板を細長く丸めた
さ

な

き

あめ

いわ や

と

あまてらすのおおかみ

古くは「佐那伎」と呼ばれ、日本神話の「天の岩屋戸」伝承では、天照大神が岩屋戸に隠れたとき、

あまのまひとつのかみ

あめうずめのみこと

天目一箇神という鍛冶・金工の神が「刀剣・斧・鉄鐸」の祭具を作り出し、これを用いて天鈿売命が
巫女となって踊り、大神を誘い出したとされています。古来、鈴や鐸は神まつりに欠かせない道具の
ひとつですが、これらの出土品は、寺家遺跡において、清らかな鈴音のなか古代祭祀が行われていた
様子を教えてくれます。
※12/5まで、歴史民俗資料館の企画展で実物を展示中です。ぜひご覧ください。

編 集 後 記
ふと気が付くと今年もあと２ヶ月。ついこの前まで日中はまだ暑いと思っていましたが、10月半ばから急に
寒くなりました。これから紅葉の季節を迎えますが、写真を撮るのが楽しみです。あまり人に知られていない
撮影スポットがあれば、教えてください！
（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

小型の鉄製品で、杖などに複数を吊るし、擦り合うことで音を鳴らしました。

寺家遺跡出土
銅鈴(上)と鉄鐸(下)

