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笑 顔

地域 に芽生えるに芽生える 支えあい

元気な高齢者と支えあいの力が地域を明るく！

　本市の人口は、2040年には、高齢
化率が47.3％となり、半数近くが高
齢者となることが予測されます。
　一方で、厚生労働省の報告では、ボ
ランティアなどの社会参加の機会が多
い人は、元気を保ち、幸せを感じてい
る割合が高いという調査結果もありま
す。
　高齢になっても、地域での「支えあ
いの活動」に参加し、「楽しさ」と「い
きがい」を生み出すことが、温かい地
域づくりにつながるのではないでしょ
うか。 交 流

千里浜町の地域サロン
“寄らんかいね”

介護予防に取り組む
“福水町はつらつ元気会”

地域の集いの場
支えあいの家‶じんしろ"(旭町)の皆さん
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市内各地区で‶地域で支えあうまちづくりを考える会"
順次開催します！ 問い合わせ　市地域包括ケア推進室（☎22-0202）

　どんな“支えあい”の在り方がよいのか？それ
は、地域ごとの実情やそこに住む人の思いにより、
さまざまです。自分たちの住む地域に応じた、支
えあいの在り方について考えてみませんか？

　考える会では、なごやかな雰囲気の中で、次の
ようなことを参加者みんなで、考えたり、話し合
います。
・なぜ、いま助けあい(支えあい)なのか
・助けあうことの楽しさ
・あったらいい助けあい
・助けあいを実現するために必要なもの　など

10月の日程

①　10月６日㈯　滝谷町（２回目）
滝谷町会館　　午後７時30分～９時
②　10月12日㈮　柴垣町（３回目）
上甘田公民館　午後７時30分～９時
　なお、すでに一ノ宮地区では３回、柴垣町では２
回、滝谷町、千里浜地区では１回を開催しています。
※このほかの地区の開催日時や場所など、詳細は、
市からの回覧でお知らせします。

一ノ宮地区の考える会をのぞいてみると 場所：一ノ宮公民館

第１回　地域住民約40人が参加（6/18）
助けあいを体験するカードゲームやグループワークにより、
自分たちの地域について話し合い、地域での助けあいの必要
性を体感しました。

第２回　地域住民約20人が参加（7/11） 第３回　地域住民約20人が参加（8/22）
　　　地域での助けあい活動を具体的に考え、
　　以下の内容を話し合いました。
　　１　地域に最も必要な活動を協議
　　一ノ宮町  …高齢者の居場所づくり
　　寺家町　…居場所づくり、買い物支援
　　滝町　…高齢者が気軽に集まれる場所
　　２　地域に住む住民のニーズを把握する方法を模索
　　　・日中に話し合いの場を設けて、支援を必要と

している人の実際の声を聞く
　　　・サロンで把握し、その情報を基に支援の方法

を検討する　など

　　　地域の担い手(支えあいを手伝ってもよい
　　という住民)を見つけるための方法を検討しました。
　・地域のサロンを運営する団体などの協力を得る
　・住民が何に困っているかを把握し、ボランティア
　　を募集する　など

先行実
施

　助けあいの活動は、法律で制度を作れば進むものではなく、
地域の皆さんの思いに基づいて、作りあげていくものです。
　10年後、20年後に誰もが安心して暮らし続けられるまちに
なるように、そんな温かい地域をみんなで考え、話し合い、
　一緒につくりませんか。 自分が住む地区で開催の際はぜひ、ご参加ください！

市地域包括ケア推進室長
片山みゆきさん

今後も、幅広く柔軟な地域の支え
あい組織づくりに向け、住民有志
との話し合いを続けていく予定で
す。
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平成30年 第３回

市 議 会
定 例 会

説明に立つ山辺市長

　平成30年第３回羽咋市議会定例会は、９月３日から20日まで開

かれ、市長提出議案11件、議員提出議案３件が可決・同意されました。

　山辺市長は、９月３日、提出議案の説明に先立ち、８月に副市長

が起こした交通事故を陳謝した後、当面する市の課題や取り組みな

どを報告しました。

　主な内容は次のとおり。

８月の豪雨､市内全域に
被害及ぶ
　８月16日の大雨により、市
では、午前９時から午後７時ま
での10時間に平野部において
67㍉、山間部では90㍉近くの
降水量を記録しました。
　主な被害としては、神子原町
地内の農地３カ所と農道１カ所
で、法面崩壊などの被害が発生
し、復旧費は約500万円となっ
ています。このうち農道の被災
箇所で、応急の復旧工事を実施
しました。
　また、８月31日の豪雨によ
り、本市では、午前11時ごろ
からの１時間の雨量が63.5㍉を
観測、24時間では162㍉に達し
ました。27日午後７時の降り
始めから９月１日午前11時ま
での総雨量は243.5㍉を記録し、
市内全域に被害をもたらしまし
た。
　この豪雨により、邑知地区の
一部の地域に避難指示を、その
他の市内全域に避難勧告を行い
ました。

　市内15カ所に避難所を開設
したところ、52人が一時的に
避難し、うち12人が避難所で
一夜を過ごしました。
　主な被害としては、９月３日
時点の集計段階で、農林関係で
は、農地23カ所、農業施設17
カ所で、約2,250万円、林道22
カ所で、約470万円となってい
ます。
　土木関係では、道路関係24カ
所で、約4,880万円、河川関係
16カ所で、約1,200万円、がけ
崩れ等の土砂災害は５件で、約
490万円となっています。
　また、住宅被害としては、河
川の越水などによる床上浸水が
菱分町と四柳町で１件ずつ発生
し、床下浸水は26件となって
います。
　このうち危険個所や被害拡大
の恐れがある個所で、応急復旧
などを実施しており、今後、本
復旧工事を伴う個所については、
農産物の収穫状況なども踏まえ
ながら早急に対応していきます。

羽咋創生、順調に進捗
　７月25日、８月29日に「羽
咋市まち・ひと・しごと創生総
合戦略会議」を開催し、本市の
人口動態と平成30年度の重点
施策などの説明を行うとともに、
平成29年度の総合戦略に掲げ
る数値目標の達成状況と具体的
な施策の効果検証と評価を行い
ました。
　評価結果では、全101施策の
うち87施策が「取組内容の深
化・発展」または「取組内容
の継続」であり、概ね順調に羽
咋創生が進んでいると考えてい
ます。「取組内容の見直し」と
の評価を受けた14施策につい
ては、今後、事業内容を精査し、
施策の方向性を含めて見直しを
検討したいと考えています。

12月目途に羽咋駅周辺整
備基本構想の素案を作成
　羽咋駅周辺整備基本構想の策
定に向けて、７月末から地元説
明会を開催しています。市の現
状と今後の課題やこれまでの
市の取り組みを説明し、長者川
の改修、都市計画道路の整備と
旧マルシェ跡地の整備について
ご意見を伺いました。参加者か
らは、豪雨時の長者川への対応
や築40年以上経過した旧マル
シェ建物の防災・防犯に関する
対策と跡地利用などについて意
見をいただきました。
　今後は、いただいたご意見を
参考に、12月を目途に羽咋駅
周辺整備基本構想の素案を作成
する予定です。
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【可決された議案】
〈市長提出分〉
◆平成30年度羽咋市一般会計
補正予算(第２号）

◆平成30年度羽咋市国民健康保
険特別会計補正予算(第１号)

◆平成30年度羽咋市介護保険
特別会計補正予算(第１号）

◆平成30年度羽咋市下水道事業
会計補正予算(第１号) など

〈議員提出分〉
◆羽咋市議会会議規則の一部改
正について

◆厚生年金への地方議会議員の
加入を求める意見書の提出に
ついて

◆教職員定数の改善及び義務教
育費国庫負担制度拡充に係る
意見書の提出について

【一般質問】
※質問内容や市長はじめ執行部か
らの答弁内容は、近く発行される
『市議会だより』をご覧ください。

第３回羽咋市議会定例会

10施設、11カ所のブロッ
ク塀に安全対策必要
　６月18日に発生した大阪北
部地震による小学校でのブロッ
ク塀の倒壊を受けて、同月中に
市内公共施設のブロック塀の現
況を調査しました。
　その結果、10施設、11カ所
のブロック塀について安全対策
が必要な状況であり、早急な対
応が必要と判断した５カ所につ
いては、すでにブロック塀を撤
去するなどの安全対策を実施し
ています。その他のブロック塀
については、ロープを設置する
など応急対策を実施し、今議会
に補正予算を措置して安全対策
工事を実施する予定です。

小中学校のエアコン設置、
早期整備に向けて検討
　市の小中学校のエアコン設置
率は、普通教室で24.3㌫、特別
教室では45.1㌫であり、安全安
心な教育環境をできるだけ早期
に整えることが必要と考えてい
ます。
　大規模改造事業に対する国庫
補助など国の財政措置を注視し、
有利な財源の活用による早期整
備に向けて、検討を進めます。

新｢邑知ふれあいセンター｣、
10月23日から
供用開始予定
　放課後児童クラブと消防団車

庫の機能を備えた複合施設とし
て整備を進める邑知公民館につ
いては、８月末現在の工事進捗
率は91㌫で、10月10日の工事
完成と同月23日の供用開始に
向け事業を進めています。
　また、地域の皆さまに親しま
れる施設になるよう、邑知小学
校や邑知中学校の生徒と邑知地
区住民を対象に愛称を募集しま
した。161件の応募があり、地
域の方々と審査した結果、「邑
知ふれあいセンター」とするこ
とに決定しました。

【人事案件】
教育委員会委員として今井和秀
氏（金丸出町・再）の任命、監
査委員として酒井克信氏（粟生
町・新）の選任に同意しました。

ピック
アップ

先端医学薬学研究センターを
地方創生拠点として整備

　平成27年３月から事業を停止している先端医学薬学研究セン
ターについては、県と市の共同申請事業として、獣害対策の推進
とジビエ事業の拡充に向けて、国の地方創生拠点整備交付金事業
を活用し、本施設を中能登地域のジビエ事業を中心とした地方創
生拠点として改修整備することとしました。
　具体的には、平成27年度からセンター横の付属施設を借り受
け、整備したジビエ加工販売所の機能をセンター建物内に移設し、
処理能力を高める改修を行うことで処理頭数の増加に繋げます。
さらに、イノシシの個体確保に向け、近隣自治体の協力体制を確
立するため、県の協力を受け、中能登農林総合事務所管内２市３
町による獣害対策に関する新たな枠組みに取り組みたいと考えて
います。
　また、現在、道の駅のと千里浜に付加した地域商社機能をさら
に推進するため、先端医学薬学研究センターのジビエ施設整備に
併せ、地域商社機能の拠点としても整備します。このほか、本施
設の２階部分を改修し、１階の余剰箇所と併せて埋蔵文化財の保
管庫とすることも計画しています。
　今後は、県が利用可能な施設とするための改修工事を行い、市
が処理能力向上に向けた設備工事を実施し、３月までに施設を譲
り受け、４月からの供用開始を目指します。
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人件費
13億1,115万円
(11.5%)

扶助費
16億6,817万円
(14.6%)

積立金・その他
2億7,988万円
(2.5)%

繰出金
9億7,144万円
(8.5%)

災害復旧事業費
2,195万円
(0.2%)

普通建設事業費
17億1,211万円
(15.0%)

公債費
15億9,242万円
(14.0%)

物件費
13億1,593万円
(11.5%)

補助費等
23億9,634万円
(21.0%)

維持補修費
1億3,448万円
(1.2%)

投資的経費
15.2%

繰出金 8.5%

積立金・その他
2.5%

義務的経費
40.1%

一般行政経費
　33.7%

　市では、人口減少を食い止め、地域の好循環を確立するための重点施策を掲げた「がんばる
羽咋創生プログラム」に基づき、歳出の面では、農業の成長産業化、道の駅整備による交流人
口拡大、企業誘致による雇用創出、宅地造成や分譲による子育て環境の整備などに積極的に取
り組みました。歳入の面では、ふるさと納税の新規返礼品の拡充を図った結果、寄付額は２億
6,830万円となり、前年度比で4,347万円の増額となりました。
　この結果、平成29年度の一般会計の決算額は、歳入が115億1,413万円、歳出は114億
387万円となり、当該年度だけの実質的な収支を表す指標である｢実質単年度収支｣は、２億
9,230万円の黒字決算となりました。

歳入 115億1,413万円

市税
27億1,472万円
(23.6%)

地方交付税
37億5,158万円
(32.6%)

国県支出金
20億6,057万円
(17.9%)

その他
11億5,123万円
(10.0%)

市債
12億3,183万円
   (10.7%)

地方譲与税・交付金
6億420万円
(5.2%)

自主財源
33.6%

依存財源
66.4%

歳出 114億387万円

歳入 115億1,413万円
歳出 114億   387万円
形式収支（歳入―歳出） 1億1,026万円
翌年度繰越事業財源 2,618万円
実質収支 8,408万円
実質単年度収支 2億9,230万円

【用 語 解 説】
１　実質収支
　　・・・当該年度の形式収支から、次年度へ繰り越
す事業に充てるための財源（使うことが決まって
いる財源）を除いた収支を示す金額

２　単年度収支
　　・・・１の｢当該年度の実質収支｣から｢前年度の
実質収支｣を差し引いたもので、当該年度だけの
収支を示す金額

３　実質単年度収支
　　・・・２の｢単年度収支｣に実質的な黒字要素(借
金の繰上返済)を加え、実質的な赤字要素(貯金の
取り崩し)を差し引いた額で、当該年度の実質的
な収支を示す金額

４　歳入・・・市に入ってくる金額
５　歳出・・・市が使った金額
　　①人件費：市長や議会議員などの特別職を含む職

員の給料や退職金など
　　②扶助費：保育所の運営費、医療費助成金など
　　③公債費：市の長期の借金の返済金など
　　④物件費：公共施設の管理や機器の保守など
　　⑤維持補修費：道路など公共施設の維持補修経費
　　⑥補助費等：各種団体へ交付される補助金、負担

金など
　　⑦普通建設事業費：道路・学校整備など公共事業

に要する経費
　　⑧繰出金：一般会計から国民健康保険などの特別

会計に支出される経費

平成29年度
一般会計決算羽咋創生と財政健全化を両立!
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３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

⑴子ども医療費の助成 … 6,930万円
⑵定住促進分譲地の造成 … 3,165万円
⑶縁結び支援 … 　238万円

｢がんばる羽咋創生プログラム｣に掲げる基本目標別の主な事業実績

１ 地域における安定した雇用を創出する
⑴ＪＡはくい園芸総合集出荷場整備補助金
 … 2億9,699万円
⑵邑知の郷公園の再整備 … 1億2,771万円
⑶企業誘致の推進　　　 … 1億1,867万円

２ 地方への新しいひとの流れをつくる
⑴道の駅の整備・推進 … 4億1,106万円
⑵地域おこし協力隊の活用 …　2,147万円
⑶移住定住の推進 …　1,250万円

４ 時代にあった持続可能な地域をつくり、
地域と地域が連携する

⑴邑知公民館等の整備 … 1億4,284万円
⑵羽咋運動公園および駅西ロータリーの整備
　　　　　　　　　　　 …　　9,854万円
⑶住まいづくり支援 …　　1,403万円

市債の状況（借金） 基金の状況（貯金）
　大型事業の支払いをする時の借金を「市
債」といいます。市では、後年度に借金の返
済金の一部について、国からの補てんがある
有利な市債を活用しています。

　市は、将来の財源不足や緊急的支出に備え
るため、基金という形で貯金をしています。

他会計の決算状況

特別会計 歳入 歳出

国民健康保険 28億8,652万円 28億7,818万円

後期高齢者医療 3億5,116万円 3億5,107万円

介護保険 26億5,737万円 25億9,011万円

千里浜財産区 1,088万円 1,087万円

公営企業会計 収入 支出

水　　道
事業会計

収益的 6億4,377万円 5億7,341万円

資本的 5,767万円 2億1,588万円

下 水 道
事業会計

収益的 9億3,041万円 8億8,245万円

資本的 6億1,127万円 10億  647万円

25

121

128

26

116

139

25

113

137

26

108

137

26

103

135

25

275億円 280億円 276億円 271億円 263億円

26 27 28 29 29

18

8

5

31億円

28

17

28億円

7

4

27

16

6

26億円

4

26

14

19億円

3
2

250

5

10

15

20

25

30

35

3

16

2

21億円

(特別会計の基金を除く）

※H25年度とH26年度に市債が増加したのは羽咋中改築工事が要因です。
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問い合わせ　市企画財政課・財政係（☎22-7162）

－平成29年度決算に基づく健全化判断比率－

1　健全化判断比率

実質公債費比率、８年連続で改善実質公債費比率、８年連続で改善

　羽咋市の健全化判断比率などについては、算
定した比率すべてにおいて国の定める適正基準
の範囲内となり、実質公債費比率（３カ年平均）
については８年連続で前年度を下回りました。

　昨年度に引き続き、市の重点施策を掲げた「が
んばる羽咋創生プログラム」に基づき、選択と
集中による必要最小限の市債発行に努めたほか、
繰上償還の実施などで市の借金残高を減らして
きたことが主な要因となっています。

２　資金不足比率
　公営企業の資金不足を料金収入の規模と比較
して、経営状況の健全度を見るもので、平成
29年度決算では対象となる水道事業会計およ

び下水道事業会計で資金不足はなく、経営健全
化基準を下回りました。

指　標 羽咋市
平成29年度

早期健全化基準
（危険状態）

財政再生基準
（破たん状態）

実質赤字比率
（市の年間収入に対する年間赤字額の割合）

－％
(黒字のため) 14.15％ 20.0％

連結実質赤字比率
（一般会計、特別会計、企業会計を対象
とした実質赤字比率）

－％
(黒字のため) 19.15％ 30.0％

実質公債費比率（３カ年平均）
（市の年間収入に対する年間借金返済額の割合） 11.6％ 25.0％ 35.0％
将来負担比率
（一般会計の負債総額÷市の年間収入)×100 36.2％ 350.0％ ――

17.1%
16.2%

13.7%

H25 H26 H29H28H27

実質公債費比率の推移

12.8%
11.6%

102.3%
92.4%

H25 H26 H29H28H27

将来負担比率の推移

72.3%
59.6%

36.2%
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１　平成29年度羽咋市水道事業会計
　⑴ 収益的収支
　　　収入６億291万円に対して支出が５億3,919万円、差引で6,372万円の純利益となりました。

問い合わせ　市地域整備課・企業経理係（☎22-7133）

　⑵ 資本的収支
　　　収入5,767万円(国庫補
助金766万円など)に対
して支出が２億1,588万
円(建設改良費9,660万
円、企業債元金償還１億
1,928万円)、差引不足額
１億5,821万円は損益勘
定留保資金等(減価償却
費など)で補てんしました。

■損益計算書（税抜き） ■収入・支出の項目別割合
収　入

科　　目 金　額
水道使用料 ５億　735万円
長期前受金戻入 8,004万円
その他 1,552万円
収入合計 ６億　291万円

支　出
科　　目 金　額
維持管理費 6,945万円
県水受水費 １億5,600万円
減価償却費 ２億4,580万円
資産償却費 2,271万円
企業債利息 4,519万円
特別損失 4万円
支出合計 ５億3,919万円
純利益 6,372万円

２　平成29年度羽咋市下水道事業会計
　⑴ 収益的収支
　　　収入９億１,055万円に対して支出が８億6,785万円、差引で4,270万円の純利益となりました。

　⑵ 資本的収支
　　　収入６億 1,127 万円
(一般会計からの繰入１
億4,431万円、資本費平
準化債３億6,540万円な
ど )に対して支出が 10
億 647 万円 ( 企業債元
金償還 8 億 7,331 万円
など )、差引不足額３億
9,520 万円は損益勘定留
保資金等(減価償却費な
ど )で補てんしました。

■損益計算書（税抜き） ■収入・支出の項目別割合
収　入

科　　目 金　額
下水道使用料 ２億4,844万円
一般会計繰入金 ４億6,069万円
長期前受金戻入 １億9,583万円
その他 559万円
収入合計 ９億1,055万円

支　出
科　　目 金　額
維持管理費 １億3,114万円
減価償却費 ５億3,571万円
企業債利息 ２億　 84万円
特別損失 16万円
支出合計 ８億6,785万円
純利益 4,270万円

平成29年度　羽咋市公営企業 決算状況のお知らせ平成29年度　羽咋市公営企業 決算状況のお知らせ

県水受水費

資産減耗費

減価償却費

純利益

企業債利息

維持管理費

水道使用料

長期前受金戻入

その他

（支出）（収入）

維持管理費

減価償却費

企業債利息

純利益

一般会計繰入金

長期前受金戻入

下水道使用料

その他

（支出）（収入）

※詳しい決算内容につい
ては、市ホームページ
で公表しています。
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出発点は“認知症の正しい理解”
認知症の症状を理解することで初めて、「認知症になった人と適切な接し方ができる」よ
うになります。そして、その家族に対して、ねぎらいの言葉をかけることもできます。
認知症に対するより多くの理解者が必要ですので、ぜひ次の講座にご参加ください。

認知症サポーター養成講座
　認知症は誰にでもおこりうる脳の病気です。
認知症について正しく理解し、見守り、声を掛
け合うことで、認知症の人や家族が抱えている
不安や困難を減らすことができます。一緒に考
え、できることから始めませんか？
1　日時　10月19日㈮　午後１時30分～３時
2　場所　コスモアイル羽咋　研修室
3　内容　認知症の正しい理解と接し方の講話
4　対象　どなたでも受講可能です
5　申込締切　10月15日㈪

認知症サポーター　スキルアップ講座
　認知症サポーターを対象に、接し方実践講座
を開催します。模擬体験を通して、認知症の人
への接し方を学んでみませんか？
1　日時　11月５日㈪　午後１時～３時30分
2　場所　コスモアイル羽咋　研修室
3　内容　接し方のポイント説明、模擬体験
4　対象　認知症サポーター
5　定員　20人程度
6　申込締切　10月31日㈬

申込み・問い合わせ　地域包括ケア推進室（☎22-0202）

広がれ、
認知症理解の輪

ピックアップ 認知症フォーラムを開催しました
　７月21日にコスモアイル羽咋で「地域で支える認知症フォーラム」を開催。
NPO法人ニット認知症対応型通所介護ゆいま～るの管理者である加納央氏を迎
え、認知症の人やその家族を支える地域づくりについて考えました。
　また、羽咋市における認知症の取り組みも紹介しました。

≪参加者からの声≫
・私も地域で支えるため、見守りをしていきたい。
・寸劇はとてもわかりやすく、地域のみんなにも
見てもらいたい。
・認知症の見方が変わった。
・両親に最期まで寄り添って介護をした当時を振
り返り、いろいろ考えさせられた。
・認知症のことをできる範囲で勉強したい。

要申込
要申込
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　放課後児童クラブは､ 働く親を持つ子どもたち
が、放課後や春・夏・冬休みなどの学校休業日に、
安心して安全に過ごせる『生活の場』です。
　各クラブで､ 新年度の入所申込を受け付けして
います。
１ 対　　象　 小学校１年生～６年生
２ 保育時間　 ⑴平日（月曜日～金曜日）
　　　　　　　　放課後～午後７時
　　　　　　　⑵土曜日、夏休みなど
　　　　　　　　午前８時～午後７時
３ 休 業 日　 日曜日および祝日、
　　　　　　　お盆、年末年始（12/29～１/３）
４ 保 育 料　 8,000円/月（８月分は10,000円）
　　　　　　　一時利用1,500円/日、
　　　　　　　夏休み期間利用18,000円　　
※保育料には､ おやつ代が含まれています。
※傷害保険料は､ 別途必要となります。

平成31年度｢放課後児童クラブ｣利用者募集

申込み・問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）

　利用申し込みは、各クラブへご連絡ください。

羽咋放課後児童クラブ（☎22-0959）
　対象：羽咋小学校の児童
羽咋ゆりっこ児童クラブ（☎22-7835）
　対象：羽咋・粟ノ保・西北台小学校の児童

瑞穂放課後児童クラブ（☎22-0833）
　対象：瑞穂小学校の児童　

邑知放課後児童クラブ（☎26-0134）
　対象：邑知・余喜小学校の児童

※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が、迎え
は、保護者の方でお願いします。
　また､ 学校が休日(土曜、夏休みなど)の場合
は､ 保護者の方の送迎となります。
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問い合わせ　市健康福祉課子育て支援係（☎22-1114）または各保育所・保育園・認定こども園

平成31年度の保育所・保育園・認定こども園

10月１日から31日まで入所申込を受け付けます

　平成31年度の入所申込を受け付けします。各保育所・保育園・認定こども園、または市健康福祉課
に備えてある申込書に必要事項を記入し、入所(園)を希望する施設へ提出してください。
１ 申込期間　10月１日㈪～31日㈬
２ 入所基準　保護者や同居の親族が仕事や病気などで、乳幼児を保育できない場合

保育所名 所在地 電話番号 入所対象年齢 開所(園)時間
粟ノ保保育所 兵庫町 22-1510

生後６ヵ月～ 平　日７:30～18:00
土曜日７:30～13:00余喜保育所 大町 26-0290

西北台保育所 一ノ宮町 22-1559 生後４ヵ月～

平日・土曜日
７:00～19:00

こすもす保育園 東的場町 22-8181

生後２ヵ月～
とき保育園 千路町 24-1001
邑知保育園 飯山町 26-0059
千里浜保育所 千里浜町 22-0764
ゆりかご保育園 南中央町 22-5824 生後８週～２歳児
(認定こども園)
羽咋白百合幼稚園 松ケ下町 22-0498 生後６ヵ月～ 平　日７:30～18:30

土曜日７:30～15:30

(認定こども園)
羽咋幼稚園 川原町 22-5318 １歳児～ 平日・土曜日

７:30～18:30

３ 延長保育のご案内

４ 休日保育(保育料は日額1,500円)のご案内
　こすもす保育園・とき保育園・邑知保育園・千里浜保育所・ゆりかご保育園
５ 病後児一時保育(保育所入所児は無料､ 未入所児は有料)のご案内
　こすもす保育園で実施（ほかの保育所(園)児童・未入所児も利用可能）
６ 給食について
　３歳児以上は主食(米飯)を持参してください。
　(こすもす保育園、とき保育園、千里浜保育所、羽咋白百合幼稚園は完全給食)
７ 利用者負担額(保育料)　
　入所児童の父母の市町村民税所得割課税額を基準に決定します。
　ただし、祖父母などが生計の中心の場合は、合算する場合があります。

　（1）「保育標準時間」認定（11時間）の人：18：00～19：00　　  300円／１回（2,500円／月）
　（2）「保育短時間」認定（８時間）の人　 ：  7：00～  8：00　　 100円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：00～17：00　　100円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17：00～18：00　　100円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18：00～19：00　　300円／１回
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　まだ､特定健診を受けていない人は､医療機関健診または集団健診のどちらかで受けることができます。
１ 持ち物
　⑴特定健診を受ける人…「国民健康保険証｣､「特定健診受診券｣(５月に郵送)または､｢未受診者健診
のご案内｣(９月末に郵送）　

　⑵がん検診を受ける人…「がん検診等受診券｣のハガキ、受診料金
２ 医療機関健診　健診の期間や受診できる健診の種類は医療機関で異なります。ご注意ください。

市民健診のご案内

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）

～まだ、健診を受けていない人へ～

日　程 医療機関名 受診できる健診の種類 受診料金

10月 １日㈪～
10月31日㈬
まで

保志場内科クリニック

１　特定健診
２　大腸がん検診
３　節目年齢検診
　⑴ 肝炎ウイルス検診
　⑵ 胃ペプシノゲン検査
　⑶ 前立腺がん検診

羽咋市国保加入者は無料
400円

無料
200円
500円

松江産婦人科内科医院 １　特定健診
２　子宮がん検診

羽咋市国保加入者は無料
800円

10月 １日㈪～
11月30日㈮

いがわ内科クリニック １　特定健診
２　大腸がん検診
３　節目年齢検診
　⑴ 肝炎ウイルス検診
　⑵ 胃ペプシノゲン検査
　⑶ 前立腺がん検診

羽咋市国保加入者は無料
400円

無料
200円
500円

羽咋診療所
疋島クリニック
前川医院

11月 １日㈭～
11月30日㈮

いけの整形外科 １　特定健診
２　大腸がん検診
３　節目年齢検診
　⑴ 肝炎ウイルス検診
　⑵ 胃ペプシノゲン検査
　⑶ 前立腺がん検診

羽咋市国保加入者は無料
400円

無料
200円
500円

平場内科クリニック
松江外科胃腸科医院
松柳医院

３ 集団健診
日　時 受付時間 場　所 健診種類 受診料金

10月28日㈰ 8:00～10:00 羽咋すこやかセンター
３階　ホール

１　特定健診
２　がん検診
　⑴ 肺がん
　⑵ 胃バリウム
　⑶ 大腸がん
　⑷ 乳がん
　⑸ 子宮がん
３　節目年齢検診
　⑴ 肝炎ウイルス検診
　⑵ 胃ペプシノゲン検査
　⑶ 前立腺がん検診

羽咋市国保加入者は無料

100円
800円
400円
700円
800円

無料
200円
500円

10月29日㈪

8:30～10:00 羽咋すこやかセンター
３階　ホール

１　特定健診
２　がん検診
　⑴ 肺がん
　⑵ 胃バリウム
　⑶ 大腸がん
　⑷ 乳がん
３　節目年齢検診
　⑴ 肝炎ウイルス検診
　⑵ 胃ペプシノゲン検査
　⑶ 前立腺がん検診

羽咋市国保加入者は無料

100円
800円
400円
700円

無料
200円
500円

13:00～14:00 羽咋すこやかセンター
１階　にこにこ広場

１　がん検診
　⑴ 乳がん
　⑵ 子宮がん

700円
800円

※子宮がん検診の診察開始は午前は９時から、午後は１時30分からです。
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00767--222--22209

　　

　予防接種を受けることで、インフルエンザの発症や重症化を予防することができます。インフルエン
ザの予防接種後、効果が現れるまでに２週間程度かかりますので、流行する前に早めに受けましょう。
※持病をお持ちの人で、主治医またはかかりつけ医以外の医療機関での接種を希望する人は、必ず主治
医またはかかりつけ医に接種をしてもよいか確認してください。確認していない場合は、病状などが
わからず接種をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。

～発症予防に早めの接種を～インフルエンザ予防接種

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）

１　高齢者インフルエンザ予防接種

対象
(接種当日年齢)

１　満65歳以上の人
２　満60～64歳までの人で、心臓やじん臓、呼吸器などに
　　重い病気のある人（身体障害１級相当の人）

予防接種期間 10月１日～12月28日

自己負担額 1,500円（生活保護世帯は無料）

予防接種券の
発行

１　65歳以上で市内の医療機関で接種を希望する人は、直接、医療機関を
受診し、接種を受けてください。（各医療機関の窓口に接種券があります）

　　※必ず健康保険証を提示してください。
２　次の人は、健康福祉課健康推進係（羽咋すこやかセンター内）で接種券
を発行します。（郵送も可）

⑴ 接種当日、満60～64歳までの人で心臓やじん臓、呼吸器などに重い病気
のある人

⑵ 市外の医療機関で接種を希望する人
⑶ 生活保護世帯の人（無料の接種券を発行します）

２　こどもインフルエンザ予防接種
対象者と
接種回数

接種当日の年齢が
生後６カ月～13歳未満は２回、13歳以上～中学３年生は１回

予防接種期間 10月１日～12月28日

自己負担額 医療機関が設定する接種費用から助成額1,500円を差し引いた額

予防接種券の
発行

接種を希望する人には、健康福祉課・健康推進係（羽咋すこやかセンター内）
にて接種券を発行します。（郵送も可）
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問い合わせ・申込み　市地域整備課（☎22-1119）

　島出町の定住促進分譲地「夕日ヶ丘」がいよいよ完成し
ました。千里浜I.Cまで車で3分、千里浜海岸まで徒歩５分、
児童公園が目の前です。景観に配慮し表通りを無電柱化し
た、光と風が通る明るい区画。上下水道完備で負担金は不
要です。
　分譲価格は357万円からで、最大300万円の助成金を受
けることができます。羽咋市では「結婚・出産・子育て・
教育」を強力にサポート。全24区画のうち、残り19区画
の分譲を受け付けています。年齢制限なし・先着順となり
ますのでお早めにお申し込みください。

羽咋市分譲地（全24区画）
■所在地：羽咋市島出町上1-2他　
■分譲単価：18,000円/㎡（約59,500円/坪）
■区画面積：約198㎡～（約60坪～）
■用途地域：第１種中高層住居専用地域
■建ぺい率：60％　
■容積率：200％　
■上下水道：羽咋市上水道・下水道（負担金不要）
■交通：ＪＲ羽咋駅　1.2km　
■周辺環境：保育所 0.6km、羽咋病院 0.9km、
　　　　　　羽咋小学校 0.8km､ 羽咋中学校 1.1km

羽咋市島出町の定住促進分譲地羽咋市島出町の定住促進分譲地

｢夕日ヶ丘｣完成｢夕日ヶ丘｣完成
助成金最大300万円

分譲価格357万円～
上下水道完備(負担金不要)

残り19区画
分譲受付中

済

済 済

済 済
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すこやかウォーク＆糖尿病講演会
　生活習慣病予防に効果的な運動療法の専門家であ
る健康運動指導士 元橋美津子氏と、糖尿病の早期
発見・早期診断・早期治療と早期セルフコントロー
ルを目指して活躍中の薬剤師 笠原友子氏を講師に
招き、ウォーキング実技と講演会を同時開催します。
　糖尿病をはじめとする生活習慣病の基礎から正し
い知識を得るチャンスです。事前に申込みが必要で
すので、興味のある人はぜひ参加してください。

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）

１ 日時　10月21日㈰　午後２時～４時
２ 場所　羽咋すこやかセンター３階ホール
３ 対象　　
　　⑴糖尿病の予防や健康づくりに興味がある人
　　⑵食生活や運動不足を改善したい人
４ 持ち物　飲み物、タオル
※運動しやすい服装でお越しください。
５ 参加費　無料

内　容
１　羽咋すこやかセンター
　　周辺をウォーキング(２～３㎞)、
　　運動前後のストレッチ
講師　健康運動指導士　元橋美津子氏
※当日は体調を整え自己管理をお願いしま
す。現在治療中の人は、参加について主治
医に相談してください。雨天の場合は、室
内での有酸素運動に変更します。

２　糖尿病講演会：薬に頼らず健康
で長生きする方法～糖尿病と上
手に付き合う～

講師　笠原健招堂薬局・まちかど糖尿病指導
薬剤師　笠原友子氏「糖尿病は栄養を
取れば健康に戻る（経済界）」著者

ー
)

【特典】参加した人には､｢ＵＦＯカード｣または｢道の駅
　　　 のと千里浜カード｣にポイントが付きます！

問い合わせ・申込み　市地域整備課・都市計画係（☎22-9645）

羽咋市都市計画審議委員を募集
　暮らしに直結する、道路、公園、下水道、土地利用などの都市計画について審議する「羽咋市都市計
画審議会」の委員を公募します。審議会は審議案件がある場合に開催します。
１ 募集人数　１人（委員総数15人）
２ 任　　期　平成32年３月末まで
３ 募集要件　羽咋市民で、都市計画とまちづく

りに関心のある人（他の委員会委
員として選任されていない人）

４ 応募締切 　10月26日㈮ 
５ 応募方法　申込用紙に、住所、氏名、年齢、
　　　　　　 応募理由などを記入の上、提出し

てください。
※応募理由などを審査の上、決定します。
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　豊かな子育て経験を持つ祖父母世代は、パパとママや地域にとって心強いサポーターです。今どきの
子育て傾向や子育て中の父母との関わり方を学び、祖父母力を十分に発揮しましょう。

１ 日　時　10月11日㈭ 
　　　　　 午後１時30分～３時　　
２ 場　所　羽咋すこやかセンター
３ 内　容　孫育ての基礎、子育ての傾向など　　　　　　　　　
４ 講　師　石川県助産師会　北村牧子氏、
　　　　　 塚脇京子氏　

　

問い合わせ　市教育委員会・文化財室（☎22-5998）

能登立国1300年記念講演会 「能登立国の背景を考える。」
～能登の歴史の奥深さに触れてみませんか～

　今年は、奈良時代の養老２年（718年）に古代能登国が立国して1300年という記念すべき年。古代
史研究の第一人者である小嶋芳孝教授から躍動した古代の能登の歴史を学んでみませんか。

１ 日時　10月３日㈬　午前11時 ～ 午後０時20分
２ 場所　コスモアイル羽咋 ロトンダホール
３ 講師　小嶋芳孝氏（金沢学院大学教授・石川考古学研究会会長）
４ 定員　100人（聴講無料・申込不要）
※当日は「能登文化財保護連絡協議会総会」の一般公開講座として
開催します。

講師：小嶋 芳孝 教授

参加費無料

申込み・問い合わせ　市健康福祉課・子育て支援係（☎22-1114）　　　　　　　
　　　　　　　　　　（公財)いしかわ結婚・子育て支援財団（☎076-255-1543）

会場内にて、渋谷利雄氏（羽咋市文化財保護審議会委員・写真家）に
よる写真パネル展「気多の神々」も併設します。

５ 対象者　孫育て中の人、これから孫育てをされ
る人、地域の子育て支援に関心のある
シニアの人など

６ 定　員　20人　　
７ 締　切　定員になり次第
８ 主　催　(公財)いしかわ結婚・子育て支援財団  育て支援財団  
９ 協　力　羽咋市
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農繁期の火災農繁期の火災
　　　　未然に防げ! !　　　　未然に防げ! !

羽咋消防署
からのお知らせ

毎年、稲わらやもみ殻の焼却から火災が発生しています。
農繁期は特に火の取扱いには十分注意が必要です。

１ 野焼きは法律で禁止されています！！
※農業を営む上でやむを得ない場合は、消防署に相談してください。
　田畑の枯れ草や稲わら焼却は、事前に届け出が必要です(火災予防条例による)。
   なお、場所、焼却物、気象条件などで焼却できない場合もあります。

２ もみ乾燥機の事故が発生しています！
（1）乾燥機内の清掃をしてから使用する。
（2）乾燥機の高温となる部分に燃えやすいものを絶対に置かない。
（3）乾燥中は定期的に確認する。
（4）運転中に異変を感じたら、運転を止め専門業者に見てもらう 。

羽咋市の『住宅用火災警報器』設置率が向上しました！

問い合わせ　羽咋消防署（☎22‒0089）

い。

う 。
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　10月11日㈭から20日㈯ま
で、全国地域安全運動が実施
されます。
　警察では、防犯協会や関係機関・
団体・ボランティアの皆さんと連
携して、安心して暮らせる社会を
実現するために、地域安全を推進
します。
　皆さまのご理解とご協力をお願
い致します。

広　告　欄

　　　 ～平成30年全国地域安全運動を実施～

問い合わせ　羽咋警察署（☎22-0110）、羽咋郡市防犯協会連合会（☎22-4970）

地域安全ニュース

ハク太郎ます。 ハク太

羽咋警察署、羽咋郡市防犯協会連合会からのお知らせ

１　子どもを地域ぐるみで守りましょう！
　　声掛けやつきまといなどの子どもや女性が被害者となる
犯罪に注意しましょう。不審者や不審車両を見かけたら
警察へ速やかにご連絡ください。

２　鍵をかけましょう！
　　住宅・自動車・自転車に鍵をかけましょう。「鍵かけ」
は誰にでもできる簡単な防犯対策です。「鍵かけ」の習
慣をつけましょう。

３　特殊詐欺などにご注意ください！
　　コンビニ決済、電子ギフトカードで支払わせる手口もあ
りますので、注意しましょう。不審な電話やハガキにだ
まされないようにしましょう。

不審な船、人を見つけたらすぐ110番通報を！！
●不審な船とは

１　漁具を積載せず、漁をする気配のない漁船　　　　　　
２　夜間、無灯火で航行したり、沖合で停泊 している船 　　
３　沖合で大勢の人を乗せ替えしている船
　

●不審な人とは　
１　深夜・早朝に漁港や海岸付近を徘徊、片言の日本語で道を
尋ねる人

２　漁港や海岸線を調べたり、理由もなく船を借り上げたりす
る人

３　駅やバス停などでウロウロしている挙動不審な人

！

　

問い合わせ
羽咋警察署

（☎22-0110）
羽咋沿岸防犯協力会
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●市役所の連絡先
（代表：0767-22-1111）

健康福祉課　　　　　　　　地域包括ケア推進室　　
・援護係　　　　22-3939　・介護高齢者係　　　　　22-5314
・子育て支援係　22-1114　・地域包括支援センター　22-0202

市民窓口課
・市民窓口係　　　22-5940（市民窓口・戸籍）
・国保年金医療係　22-7194
　　（国民年金・国民健康保険・後期医療）

　ゲストに吉村笑子氏と大河流寛久
美会を招き、懐かしの歌を楽しんで
いただきます。抽選でプレゼントが
当たります。
日時　10月14日㈰　
　　　開場13:00～、開演13:30～
場所　コスモアイル羽咋・大ホール
※入場無料(ただし、チケット必要)
　チケットは、羽咋公民館とコスモ
アイル羽咋にあります。
問　ふじの会代表　藤塚久美子
　　(☎22-3993)

　余喜地区の総合文化祭です。
　ステージ、テント村や食堂などを
お楽しみください。
日時　10月21日㈰ 9:00～15:00
場所　余喜小学校
問　余喜公民館（☎26-0254）

日時　10月６日㈯（第７回）
　　　11月10日㈯（第８回）
　　　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　料理を通して、ごみを出さな
い工夫やごみの分別の仕方を学びま
す。
講師　室谷　加代子さん
申込期間　第７回は９月26日㈬～
10月５日㈮、第８回は10月31日㈬
～11月９日㈮

日時　10月13日㈯（第７回）
　　　11月17日㈯（第８回）
　　　9:00～
場所　リサイクルセンター(滝谷町)
定員　20人　　　参加費　700円
持ち物　布１枚、裁縫用具
内容　古着を使って小物を作り、ご
みを出さない工夫と布の有効利用を
学びます。
講師　原田　洋子さん
申込期間　第７回は10月３日㈬～
12日㈮、第８回は11月７日㈬～
16日㈮

広　告　欄

　10月７日㈰、同日開催します。
　市内外の福祉団体が一堂に会し、
ステージ、活動紹介、体験、遊び、
おいしい食べ物ありと、子どもから
高齢者まで楽しめる企画満載です。
①羽咋市社会福祉大会　9:15～
②はくい福祉まつり　　10:00～
会場　羽咋体育館・羽咋すこやかセ
ンターおよびその周辺
問　羽咋市社会福祉協議会
　　（☎22-6231）

　神子原米の新米割引セールと試食
会を行います（試食はなくなり次第
終了）。
日時　10月６日㈯､７日㈰､８日(月･祝)
　　　9:00～18:00
場所　神子の里（神子原町）
問　神子の里（☎26-3580）

木梨・長原法律事務所
〒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　長 原 　 悟
弁護士　米 田 弘 幸

エコクッキング教室

神子の里「お米まつり」

クリンクルはくい教室案内
（☎27-1153）

古着のリフォーム教室

第24回余喜ふれあい祭り

申

第61回羽咋市社会福祉大会
第26回はくい福祉まつり

第12回 羽咋公民館カラオケ教室
ふじの会　発表会

はくい太極拳交流会
　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　10月８日(月･祝）9:00～12:00　　場所　千里浜公民館ホール
持ち物　底の薄い上履き、お茶か水　　　
参加料　無料
主催　羽咋市太極拳協会　　　
問・　　千里浜公民館（☎22-0148）
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税務課
・収納係　　22-1113
・課税係（資産税）　22-6901
　　　　（住民税）　22-7130

会計課　　　22-7165
企画財政課　22-7162
商工観光課　22-1118
環境安全課　22-7137

農林水産課　　22-1116
・農業委員会　22-1117

　誰でも楽しく、楽にできる新しい
レクリエーション「ポップコーン
ウェーブ」、「ハンぎょボール」で楽
しく交流しませんか？
　友達を作りたい人、恋人を探した
い人、異業種交流したい人…どんな
出会いが待っているかはあなた次
第！ひとり参加でも大丈夫！スタッ
フがサポートします。
日時　10月27日㈯13:00～16:00
　　　（受付：12:30～）
場所　羽咋体育館
※内履きをご持参ください
参加費　300円
定員　30人（先着順）
申込締切　10月12日㈮　　
問・　　羽咋市青年団協議会　　
　　　　（☎080-1954-7691）　
E-mail:hakuishiseikyou@yahoo.co.jp
※できるだけメールでのご連絡をお
願いします。電話の場合は18時以
降にお掛けください。

　相続や遺言、契約、会社設立、各
種許可申請の手続きなど、さまざま
な相談についてお答えします。
１　電話による無料相談会
日時　10月５日㈮～７日㈰
　　　10:00～16:00
　　　（☎076-268-9110）
2　面談による無料相談会
日時　10月7日㈰ 10:00～16:00
場所　アル・プラザ鹿島
問　石川県行政書士会
　　 （☎076-268-9555）

　取引・証明に使用する「はかり」
は計量法に基づく「定期検査」を受
けなければなりません。
　計量士から検査を受けるか、次の
日程で定期検査が実施されますの
で、必ず受検してください。
日時　10月11日㈭ 10:00～15:00
場所　羽咋市役所横体育館
問　石川県計量検定所
　　（☎076-241-4157）

広　告　欄

　６月から９月分の児童手当が10
月12日㈮に指定された金融機関口
座に振り込まれますので、通帳の記
帳でご確認ください。児童一人の月
額は、次のとおりです。
【所得制限未満の人】
①３歳未満（一律）……15,000円
②３歳～小学生…………10,000円
（第３子以降は15,000円）
③中学生（一律）………10,000円
【所得制限以上の人】
年齢区分に関係なく………5,000円
問　市市民窓口課・国保年金医療係
　　（☎22-7194）

　総務省では、国民の皆さまから国
の行政全般についての苦情や意見・
要望などを受け付けています。
　総務省石川行政評価事務所は電
話で相談を受け付けます。（☎076-
222-5232）
市の行政相談委員
　田嶋学さん(柳田町)と萬澤民子さ
ん(千里浜町)が行政相談を毎月第３
水曜日の午後１時30分から午後４
時まで、羽咋市役所市民相談室で行
っています。
問　市市民窓口課（☎22-5940）

申

羽咋に集まれ♪
みんなで楽スポ！

「はかり」の定期検査
のお知らせ

10月15日～21日は
行政相談週間

行政書士　無料相談会

児童手当は、10月12日が支給日
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●市役所の連絡先 地域整備課
・施設管理係　22-1119　・企業経理係　　　22-7133
・都市計画係　22-9645　・上下水道建設係　22-7193
・道路建設係　22-9645　・上下水道管理係　22-7193

総務課　　　　　22-7161
秘書室　　　　　22-0771
監査委員事務局　22-7167
選挙管理委員会　22-7191

学校教育課　　　22-7131
生涯学習課　　　22-9331
文化財室　　　　22-7158

譲ってください
・デジカメ・三脚（小型、メーカー：カネダ）
・はかり（文字盤付き、50㎏まで計測可能）
・天体望遠鏡（軽量のもの、三脚付き）

譲ります
・猫用ゲージ（三角ボード 2段付）

　地域の諸活動について、地元で活
躍している方々をお迎えしたり、時
にはお訪ねしたりして、お茶を飲み
ながら楽しく学びませんか。
内容　柴垣松川瓦窯跡と古墳めぐり
日時　10月17日㈬13:30～15:30
　　　(集合は13:20)
講師　中野　知幸氏
　　　（羽咋市歴史民俗資料館学芸員）
集合場所　羽咋すこやかセンター玄関
※バスで移動します
定員　20人（申込み先着順）
参加費　100円（保険代）
　・問　市民活動支援センター
　　（☎22-9979）

期間　10月22日㈪～24日㈬
締切　10月９日㈫
定員　10人（60歳以上の人）
会場　羽咋公民館
問　羽咋市シルバー人材センター　
　　（☎22-2700）

　ウイルス性肝炎（B型・C型）に
関する講演会と個別相談会を開催し
ます。お気軽にご参加ください。
日時　11月１日㈭　10:00～
　　　（受付９:30～）
場所　石川県能登中部保健福祉セン

ター　２階ふれあいルーム
内容　講演会（10:00～11:00）
「知っておきたい肝臓のはなし～ウイ
ルス肝炎の治療について～（仮題）」
講師　恵寿総合病院　内科科長　
　　　宮森　弘年 先生
個別相談　11:00～12:00 
　　　　　（要予約、先着受付）
※希望者には、医師による個別相談
も行います。
※検査データやお薬手帳などをお持
ちの人はご持参ください。
問　石川県能登中部保健福祉
　　センター健康推進課
  　 (☎0767‒53‒2482)

広　告　欄

■人口　21,805人(－36人)
　□男性　10,325人( －17人)
　□女性　11,480人( －19人)
■世帯数　8,559世帯(±０世帯)
＊平成30年９月１日現在
　(　)内は前月比
　※外国人住民を含む
【８月中の人口動態】
　□出生　　　     ９人　
　□死亡　　　    18人
　□転入など　    30人
　□転出など　    57人

人口の動き

問・　　市商工観光課（☎22-1118）申

■市民リサイクル銀行10月分

今月の納税
納期限　　10月31日㈬
市県民税　３期
国民健康保険税　４期
※市税の納付は便利な口座振替で
問　市税務課・収納係
　　（☎22‒1113）　

よもやまサロン

介護施設調理補助講習
のご案内

肝臓に関する講演会

石川県最低賃金 806円
　10月1日から石川県最低賃金が1時間806円に改正されます。
　この最低賃金は、パートタイマー・アルバイトなど雇用形態を問わず、
石川県内で働く全ての労働者に適用されます。使用者は、これより低
い賃金で労働者を使用することはできません。　
　なお、産業によっては、これより金額の高い特定（産業別）最低賃
金が適用されますので、ご注意ください。
　詳細は、石川労働局(☎076-265-4425）、または最寄りの労働基
準監督署にお尋ねください。

申

「７月豪雨災害義援金」に加え、
「北海道胆振東部地震災害義援金」
を受け付けています。
問　市健康福祉課・援護係⑪番窓口
　　（☎22-3939）
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議会事務局　22-7160 コスモアイル羽咋　22-9888
図書館　　　　　　22-9777
羽咋体育館　　　　22-3312

ユーフォリア千里浜　　22-9000
公立羽咋病院　　　　　22-1220
羽咋市観光協会　　　　22-5333
シルバー人材センター　22-2700

健康福祉課健康推進係
(羽咋すこやかセンター)
　　　　　　　　22-1115
歴史民俗資料館　22-5998

広　告　欄
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７月の西日本豪雨災害から学ぶ
　災害対策基本法に基づき、各
市町村長が発令する『避難情報』
は次の順序で出されます。
①避難に時間のかかる人へ避難
を促す「避難準備・高齢者等避
難開始」情報。
②危険度が高まり、住民に避難
を促す「避難勧告」情報。
③差し迫った危険があり、急い
で避難を求める「避難指示」情報。
　避難情報が発令された場合、
安全確保の行動をとってくださ
い。
　今回、広島市では、豪雨災害

の恐れがあるため、約27万３
千人を対象として「避難指示」
が出されましたが、市指定の避
難場所に避難した人は約9,200
人で3.4%前後でした。つまり、
100人に３人しか避難しなかっ
たことになります。
　しかし、危険性がある程度予
想できる台風や豪雨による災害
の際、身を守る最善の策の一つ
が安全な場所への避難だといわ
れています。
　行政にとっても“どういう情
報の伝え方をすれば、市民の皆

さんが適切な避難をしてくれる
のか”が、大きな課題になります。
　８月から９月の豪雨などで被
害を受けた方々に心からお見舞
いを申し上げるとともに、本市
被害の復旧・復興について全力
で取り組んでまいります。

 （９月４日）
羽咋市長　山辺芳宣

スプレー缶・ガソリン携行缶の
　　　　廃棄にご注意！
　スプレー缶は必ず使いきって穴を空けてか
ら、燃えないごみに出してください。
　穴が小さいと、中のガスが完全に抜けない
ことがあるため大きく空けるようにしてくだ
さい。
　ガソリン携行缶についても、中身を必ず使
い切り、中身が入っていないことを確認して
から出すようにしてください。
※スプレー缶に残ったガス、携行缶に残った
ガソリンにより収集車や処理場で火災を
引き起こす恐れがあります。人命に関わる
重大な事故につながりかねないので、ごみ
の捨て方のルールを必ず守ってください。
問　市環境安全課（☎22-7137）
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★印の行事は保護者も参加できます。※クラブの参加・体験は自由です。

4

　　　乳幼児健診
場所　羽咋すこやかセンター
受付日時
●４カ月児健診(平成30年６月生)
　10月23日㈫　13：00～13：30
●１歳６カ月児健診(平成29年３月生)
　10月４日㈭　12：45～13：15
●３歳児健診(平成27年５月生)
　10月３日㈬　12：45～13：15

※乳幼児健診などの日程は、市ホー
　ムページでも確認できます。

はくい子育てサロン（☎22-1518）
　子育て中の方々が、子どもと一緒
にちょっと寄って､ホッとできる場
です。どなたでもお気軽にどうぞ。
場　所　あだちストアジョイフル店
時　間　午前９時～午後４時45分
お休み　年末年始、日曜日、祝日

催 し 物

☆育児講座
　10月３日㈬　午前10時～11時
　「ベビーマッサージとママのシェイプアップ」
　講師　陰本　景子 さん
　　　　※要予約（定員：10人）
☆育児相談　10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。

☆誕生会　10月17日㈬
　午前10時30分～11時30分
☆お楽しみデー
※今月はお休みです。 

子育てふれあい広場 
　未入所児とその家族を対象に、遊びや情報交換の場として､保育所
(園)・認定こども園で、子育てふれあい広場を開催しています。
時　間　午前９時30分～11時
保育所(園)　邑知保育園(☎26-0059)、こすもす保育園(☎22-8181)
　　　　　　西北台保育所(☎22-1559)、千里浜保育所(☎22-0764) 
　　　　　　とき保育園(☎24-1001)
認定こども園　羽咋幼稚園(☎22-5318)、羽咋白百合幼稚園(☎22-0498)
※こすもす保育園では月～金の上記時間中、子育て支援室や園庭を開放しています。

と　き 内　　容 ところ
10月 ２日㈫ シール遊びを楽しもう

✿大きくなったね(身体測定) こすもす保育園
５日㈮ 保育園の給食を試食しよう

　 　　　　　　※要予約５人 とき保育園
５日㈮ 運動会ごっこ 羽咋白百合幼稚園
９日㈫ 秋みつけに出かけよう こすもす保育園
10日㈬ 運動会ごっこをしよう　 西北台保育所
11日㈭ 運動会ごっこ　　 千里浜保育所
12日㈮ 劇あそびをしよう 羽咋白百合幼稚園
15日㈪ 園庭であそぼう 邑知保育園
16日㈫ 秋の自然物を使って作ろう こすもす保育園
17日㈬ ハロウィンのお洋服づくりを楽しもう 羽咋幼稚園

　22日㈪ いっしょにあそぼう！ 邑知保育園
　23日㈫ ３Ｂ体操　※要予約20名 こすもす保育園
　24日㈬ 戸外で遊ぼう 西北台保育所
　25日㈭ ハロウィンを楽しもう！ 千里浜保育所
　26日㈮ ハロウィンごっこを楽しもう とき保育園
26日㈮ ハロウィンパーティー 羽咋白百合幼稚園
26日㈮ 英語の先生とハロウィンパーティー 羽咋幼稚園
30日㈫ 変身してあそぼう 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
無料

利  用  時  間　午後１時～６時
お　  休 　 み　毎週日曜日、祝日
毎 週 水 曜 日　午後４時　　　 ★かんたん工作教室
毎 週 木 曜 日　午後４時30分　★リズムダンスクラブ　講師：杉浦幸代さん
毎 週 金 曜 日　午後４時30分　　トランポリンクラブ　講師：細川　聰さん

と　き 内　　容 参加費など
 10月 ★ ６日㈯　午後２ 時 　  レクリエーション　
　　　★ ７日㈰　午前10 時 福祉まつり（場所：羽咋体育館２階）
　　　★13日㈯　午後２ 時 地元野菜でおやつ作り
　　 　 定員：10人　　参加費：200円　　※要予約
　　　★20日㈯　午後２ 時 グラウンドゴルフクラブ（予備日27日）　　
　　　　20日㈯　午後３ 時 お茶クラブ　講師　辻森 正美 さん
　　　　27日㈯　午後２ 時 ハロウィンデイ（仮装でおやつをゲット）

こすもす保育園親子育児講座
10月23日㈫午前10時～11時

「3B体操」　※要予約（定員：20人）
講師　渡辺　久枝 さん

羽咋幼稚園　子育て支援
10月９日㈫　午前10時～11時
「人形劇だ！！全員集合～！」
羽咋おはなし会の方が来てくれます♪
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新着図書のご案内

不在(彩瀬まる)火影に咲く(木
内昇)鵜頭川村事件(櫛木理宇)
泥濘(黒川博行)罪なき子(小杉
健治)宝島(真藤順丈)風に恋
う(額賀澪)彼女の恐喝(藤田
宜永)さしすせその女たち(椰

月美智子)くろちゃんとツマ
と私(南伸坊)しない。(群よう
こ)かんがえる子ども(安野光
雅)弱さをさらけだす勇気(松
岡修造)あの頃の自分にガツ
ンと言いたい(野々村友紀子)
旅育BOOK(村田和子)

妖怪いじわるスマートフォ
ン(土屋富士夫)地図を広げて
(岩瀬成子)兄ちゃんは戦国武
将!(佐々木ひとみ)本屋さんの
ルビねこ(野中柊)メロンに付
いていた手紙(本田有明)スマ

イル•ムーンの夜に(宮下恵茉)
こども自助論(齋藤孝)ひとり
でできる子どもキッチン(上
田淳子)こどもあそびうた(谷
川俊太郎)あのねあのね (え
がしらみちこ)かいていとっ
きゅうしんかいせん(平田昌
広)どしゃぶり(おーなり由子)

■開館時間
　午前９時30分～午後６時
■10月の休館日
　  ２日㈫・ ９日㈫・16日㈫・
　 23日㈫・30日㈫
　※毎週火曜日が休館日です。
　(火曜日が祝祭日の場合はその翌日）
■連絡先　☎22-9777

・ 今月の本棚 ・ ・ 子ども本棚 ・
二つの顔をもつ作家 日本絵本賞

「サイレント・ブレス」
南　杏子/著

「はやくねてよ」　
あきやま　ただし/著

　大学病院から、在宅で「最期」を迎
える患者専門のクリニックへの“左遷”
を命じられた水戸倫子。いくつもの死
を経験し、人生最後の日々を穏やかに
送る手助けをする医療の大切さに気付
き・・・。実際に終末期医療の内科医
である著者のデビュー作品です。

　ねむれない「こうたろうくん」は、
柵を超えるブタさんを１匹２匹と数え
ます。ブタさんはどんどん増えて、ぶ
うぶう文句を言います。お母さん、次
は怪獣を数えていきますが、やっぱり
うるさくて「こうたろうくん」はつい
に・・・。日本絵本賞大賞作品です。

ブ 「 く 」

一般向け 子ども・ティーン向け

2018 第72回 読書週間
図書館では、読書週間におすす
めの本の展示・貸出を行います。
期間　10月27日～11月９日
標語　「ホッと一息 本と一息」

■わくわくおはなし会
　(４歳～小学校低学年)
日時　10月６日㈯
　　　午前10時～11時
場所　図書館内・おはなしコーナー
■よちよちおはなし会(0歳～3歳)
日時　10月22日㈪
　　　午後11時～11時30分
場所　コスモアイル羽咋・和室

おはなし会（語り）
「語りの会・はくい」の皆さんが日本の昔話を語り
ます。子どもから大人まで参加できます。
日時　10月27日㈯　午後２時～３時
場所　コスモアイル羽咋・茶室

す。
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　　 　最近、自分の周りでは変化と、幾
度かの別れがありました。石川県で
教えるため、世界中からやって来た
私の友人の何人かは、故郷に帰って
行きました。それは悲しい出来事で
したが、私は前向きに受け止める
ことができました。新たな仕事をス
タートさせるためであったり、大学
院に戻るためであったり、契約期間
が終了したり。それぞれにさまざま
な理由があって、彼らは次に進んで
いかねばなりません。しかしながら、
私の友人たちに共通しているのは、
石川県で過ごした時間を愛している
ことです。
　皆さんは、このコーナーで執筆し
ていたロブのことを覚えていますか。
彼は羽咋市とここに住む人たちを愛
していて、将来羽咋市に戻ってくる
ことを誓っています。　
　私も、この１年間、ここで多くの
楽しいことや面白いこと、そして充
実した体験をしてきました。そして、
２年目にどんなことがあるのか待ち
きれません。
　それでは、もうすぐ開催される（秋）
祭りで皆さんと会えることを楽しみ
にしています。楽しみましょう！

記憶に残るまち、羽咋
　高校を卒業し、大阪にあるコン
ピュータ系の専修学校へ進学するた
めに家を出てから18年経ちました。
　衣食住付きで返済不要の奨学金制
度を利用して２年の課程を修了した
後、同じく大阪にあるソフトハウス
に就職、現在に至るまでシステムエ
ンジニアとして働いています。
　今年の４月に２度目の育児休暇を
終え、今は仕事に育児にと、毎日慌
ただしい生活を送っています。
　仕事柄たくさんのお客さまや協力
会社の方と世間話をする機会があり
ます。石川県出身だと伝えると皆さ
ん兼六園や和倉温泉のことを知って
いると言ってくださいます。
　他県の方から石川県のことを聞く
と、いつも懐かしくもうれしい気持

ちになります。
　さらに｢地名は忘れたが、車(もし
くはバイク)で走れる海岸へ行った｣
とうれしそうに話してくださる方が
思いのほか多くて、とても驚きます。
　地元を訪れるだけでなく、良い思
い出として記憶してくださっていて、
話を聞く度に大変うれしく小躍りし
たくなります。
　特に最近は地元柴垣町の天然岩
ガキが大々的にPRされているので、
大阪に住んでいても地元の名を見か
けるようになりました。先日もたま
たまつけたテレビ番組で柴垣の岩ガ
キが取り上げられており、実家の近
所の海岸がたくさん映し出されてい
ました。
　思わず驚きとうれしさのあまり、

実家の両親や、県外に住む妹たちに
「懐かしい、懐かしい」と興奮しな
がら連絡してしまいました。
　私の地元は、私が小さいころには
民宿村として夏にはたくさんの海水
浴客が訪れていました。それはもう、
隣家の民宿に予定より早く着いたお
客さんが宿に入れず、準備が整うま
で、実家の居間を待合室がわりにく
つろぐ程賑わっていました。今は夏
に帰省しても、人通りが少なく、ど
ことなくひっそりとした印象を受け
ます。
　地元を盛り上げようと頑張ってく
ださっている皆さまの活躍によって
地元が、ひいては羽咋市全体が活気
づき賑やかになれば喜ばしいと期待
しております。

田口　裕美 さん(36歳）
（柴垣町出身、
　　　大阪府門真市在住）

Recently, it has been a time of 
change and goodbyes. Some of 
my friends who have come from 
around the world to teach in 
Ishikawa have returned home. 
It has been sad, but I have 
been able to take away many 
positives. They have had to move 
on for various reasons, either 
they are starting new careers, 
returning to graduate school, or 
have reached the end of their 
contract. However, the thing 
all my friends have in common 
is that they loved their time in 
Ishikawa. You may remember 
Rob, who used to write this 
column? He loves Hakui and 
its people and he promises to 
return in the future. I have also 
had many fun, interesting, and 
fulfi lling experiences here in 
year 1, and I can’t wait to see 
what year 2 brings. I hope to see 
many of you at the upcoming 
festivals here. Let’s have fun! 

美しいパセオ通りのイルミネーション

羽咋市での生活は
すごく充実してい
ます！
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れなら楽しく、気軽に音楽を楽しめ
るのではないか”と思い立ち、すぐ
に楽器店でウクレレを購入し、その
すばらしさを身を持って知ったそう
です。
　「ウクレレの魅力は、何といっても
手軽であること。楽器としては非常
に安く、年齢を問わず初心者でも簡
単に和やかな音色を奏でることがで
きるんです」と話す藤本さん。「人と
つながり、人を楽しく、幸せにして
くれる音楽のすばらしさを思い出さ
せてくれました」と振り返ります。
　“カフェオハナでは、ウクレレを楽
しむことができる”。その噂は口コミ
で広まり、現在は、メンバーも20人
ほどに増えました。
　昨年12月10日、永光寺で開催した
ウクレレコンサートには、お寺でウ
クレレを演奏するというギャップが
反響を呼び、200人もの観客が集ま
り、大盛り上がりとなりました。
　羽咋まつりでは、ご当地ウクレレ

　８月４日に開催された羽咋まつり
のステージイベントで、心温まる音
色を奏で会場を沸かせた“ウクレレ
ファニーオーケストラ”の皆さん。
　ウクレレファニーオーケストラが
活動をスタートしたのは平成28年11
月。まだ２年も経過していませんが、
ウクレレを愛する同好者10人ほどが、
月２回、日曜日の午後７時からパセ
オ通りにある“カフェオハナ”に集
まり、和気あいあいと楽しみながら
ウクレレを練習しています。
　代表を務めるのは、旭町在住の藤
本美和さん。自身がウクレレを演奏
するようになったきっかけは、10年
ほど前に遡ります。当時は、トラン
ペット奏者、指導者として仕事をし
ていましたが、音楽の難しさに直面
し、結婚、出産による環境の変化な
どもあり、大きなストレスを抱えて
いたそうです。
　そんな折、テレビで、芸能人がウ
クレレを演奏しているのを見て、“こ

　

　今年は多くの自然災害が発生し
ています。地震によるブロック塀
の倒壊、西日本を襲った豪雨、８
月には９個もの台風が発生するな
ど、私たちの周りでは常に予断を
許さない状態が続いています。そ
して、自然災害が発生した時、行
政の対応には限界があるため、自
分の身は自分で守る（自助）・周
囲の人たちと協力し合う（共助）
が重要となってきます。

　藤岡市では９月１日に
群馬県と共催で「群馬県
総合防災訓練」を実施し

ました。この訓練は「防災関係機
関等相互の連携強化」、「防災に対
する県民の理解と意識の高揚を図
る」、「県の防災体制強化」などを
目的としています。訓練当日は住
宅火災消火、土石流災害からの救
出などのほか、水防工法訓練、さ
らには有害物質テロ対応訓練など
幅広い分野での訓練を実施し、参
加者たちは防災への意識を高めま
した。

ソング“羽咋よいとこ一度はおいで”
を披露。羽咋のまちをウクレレで
楽しく盛り上げていきたいとのメン
バー全員の思いが込められています。
　藤本さんは「ぜひ、ウクレレ演奏
を体験してみてください。誰もが幸
せになれる気持ちがあるということ
を気付かせてくれます。また、ウク
レレを通して、新しい人とのつなが
りができると思います」と語り、羽
咋市でウクレレを演奏できる喜びを
伝えてくれました。

幸せな音色生むウクレレの魅力、伝えたい

　自然災害は突然発生します。羽
咋市の皆さんも、いざという時に
備え、改めて防災について考えを
深めてみてはいかがでしょうか。

「ロトンダdeウクレレ～ウクレレ体験会
＆ウクレレコンサート」のご案内

日時　11月11日㈰13:15～16:00
開場　13:00～　参加費　無料
会場　コスモアイル羽咋(小ホールロトンダ)
①ウクレレ体験会　13:15～14:00
②ウクレレコンサート14:00～16:00
出演　ウクレレファニーオーケストラほか
問　藤本美和（☎090-9443-5044）

ウクレレファニーオーケストラの皆さん

群馬県総合防災訓練
～災害への意識を高める～
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羽咋中２年生が市役所で“わく・ワーク”
　８月21日から23日にかけて、羽咋中２年生123人が
市内40事業所で“わく・ワーク体験”と題した職場体験
を行いました。羽咋市役所でも濵名壱晴くん、林聖也く
ん、堂下雄氷くん、長田将季くん、干場勇磨くんの５人が、
市職員とともに移住・定住のための新たな取り組みを検
討。事前に道の駅のと千里浜を核とした市の人口減少対
策などを学んだ後、ワークショップ形式で羽咋市の長所
と課題を整理し、解決策に向けてどのような取り組みが
有効かを考えました。
　さらに、住みたい田舎として注目度の高い自治体と市
の取り組みを調査・比較し、最終日23日には、人を呼び
込むために自分たちが考えた企画を市職員の前でプレゼ
ンテーション。５人は、市外の人に「羽咋市を知っても
らう」「羽咋市を知る、ＰＲすることを学ぶ場所や学校を
つくる」ことが重要であると説明し、具体的には「マスコッ
トキャラクターをつくる」「羽咋マラソン大会の開催」「魅
力ある学校づくりや大学の創設」などの提案を行いました。
　５人は３日間の職場体験を通して調査・分析から新し
い発想に結び付ける企画業務のノウハウを学び、プレゼ
ンテーション後には、その達成感から充実した表情を見
せてくれました。

職場体験で企画力を磨け！

職場体験を終え、市職員とともに充実した表情を見せる５人の生徒

５年目を迎えた“はくい花火大会”
　８月18日に眉丈台地スポーツ広場で市商工会主催の
“はくい花火大会”が開催され、家族連れやカップルな
ど約4,000人が、羽咋の夜空を彩る1,500発の花火を楽
しみました。
　この花火大会は今年で５年目。恒例の創作花火のほか、
羽咋市太鼓連絡協議会の太鼓演奏に合わせて打ち上げら
れる花火が観客を魅了。目の前で迫力満点の花火を見る
ことができるのも醍醐味で、フィナーレで無数の花火が
間髪入れずに打ち上がると、会場は大歓声に包まれまし
た。

羽咋の夜を鮮やかに照らす1,500発

目の前で打ち上がる花火は迫力満点

市の現状を学び、課
題を整理。自分たち
でどのような取り組
みが有効かを考え、
いざ、プレゼンテー
ションへ！
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こすもす保育園園児26人が稲刈り体験
　９月11日、こすもす保育園の年長児26人が、渡勝己
さん（旭町）が所有する田んぼで稲刈りを体験しました。
　園児らは慣れない手つきながらも、鎌を使ってしっか
りと稲を刈り取った後、黄金に色付いた稲穂に笑顔を見
せると、「もっと刈りたい」と何度も稲刈りに挑戦する
姿が見られました。
　５月に自分たちで田植えした稲を収穫することで、毎
日食べるお米の成り立ちを身を持って学んだ園児たち。
数日後には、収穫したお米が給食として提供されるそう
です。

上手に刈れるかな？

鎌を使って、稲刈りに初挑戦！

命日にあわせ、市民公開講座
　９月２日、３日に羽咋市ゆかりの民俗学・国文学者で
歌人の折口信夫博士(釋

しゃくちょう

迢空
くう

)の命日にあわせ、その功績
をしのび、コスモアイル羽咋で市民公開講座が開催され
ました。
　２日は、國學院大學文学部教授の小川直之氏が“折口
信夫・魂の死生学”と題して講義。３日は、博士と晩年
を過ごした同大学名誉教授の岡野弘彦氏が講義を行い、
養子の折口春

はる

洋
み

が出兵し、戦死するまでの博士の悲しみ
や孤独が残した歌や詩から読み取れることを説明｡博士
とともに過ごした日々を振り返り､「晩年の先生の言葉
が身に染みる」と目を細め、講義を締めくくりました。

折
おりくち

口信
しの ぶ

夫博士をしのんで

折口博士の晩年について語る岡野名誉教授

　ご寄付に感謝いたします

陶芸作品‶うたう花"を寄贈いただいた松本昭二さん(左） シャンソンを熱唱する薮内ようこさん

　7月13日、松本昭二さん（寺家町）から市に陶
芸作品が寄贈されました。この作品は、陶芸家で
ある松本さんが制作。蒼色を基調とし、花が開く
エネルギーを表現した出品作で“うたう花”と名
付けられています。
　松本さんは、これまで陶芸で数々の秀逸な作品
を生み出しているほか、一ノ宮公民館でも指導し、
陶芸の普及・発展に尽力。７月には市表彰も受賞
しています。

　８月18日、シャンソン歌手の薮内ようこさ
ん（松ケ下町）が、市制施行60周年の記念
イベントとして千里浜レストハウスでチャリ
ティーコンサートを開催し、約80人がその美
声に聴き入りました。
　同月20日には、その収益金の一部33,484円
が千里浜再生プロジェクト実行委員会へ寄付さ
れました。寄付金は、千里浜海岸の保全と再生
のために活用されます。
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　＝市役所
■問い合わせ
市役所代表電話(☎22-1111)

市

日　時 行　事　名 場　所 担　当

10/2 ㈫ 14:30～ あそびの教室 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  3 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

12:45～ ３歳児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  4 ㈭ 10:00～
11:30 栄養・運動教室 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

12:45～ １歳６か月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

  5 ㈮ 14:00～
15:30 まんまくらぶ 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

  6 ㈯ 9:00～
18:00 神子の里「お米まつり」（～８日㈪） 神子の里

（神子原町） 神子の里

10:00～
11:00 わくわくおはなし会 図書館 図書館

  7 ㈰ 9:15～
10:00 第61回羽咋市社会福祉大会 羽咋体育館 社会福祉協議会

10:00～
15:00 第26回はくい福祉まつり 羽咋体育館と

羽咋すこやかセンター周辺 社会福祉協議会

  8 ㈪ 8:30～ 第52回羽咋市民駅伝祭 羽咋運動公園
周回コース 生涯学習課

 10 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

19:00～
20:30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 11 ㈭ 13:30～
15:30

「やってみんけ～手話！」
手話ボランティア養成講座①

羽咋すこやか
センター 社会福祉協議会

 13 ㈯ 10:00～
13:00 第３回男性介護者のための介護講座 富永公民館 社会福祉協議会

14:00～
15:30

図書館映画上映会
『マックス・ヒーローズ』（約81分） コスモアイル羽咋 図書館

 14 ㈰ 5:00～ 第４回峨山道トレイルラン 輪島市總持寺～
永光寺 生涯学習課

 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
シルバー人材
センター

13:30～
16:00 総合相談（登記相談） 　 101会議室 市民窓口課

13:30～
16:00 総合相談（行政相談） 　 市民相談室 市民窓口課

工事の発注状況
（１千万円以上）８月分
◆平成30年度　上水道経年管更新
事業　配水管布設工事（鶴多第1工
区）（1,158万円、㈱三和設備工業）
◆市道富永8号線改良工事（その4）
（1,010万円、㈱高嶋工務店）
◆羽咋市老人福祉センター1階空調
設備更新工事（1,994万円、㈲北橋
電気工事）
※入札結果は、市のホームページ
で公開しているほか、どなたでも
市企画財政課(☎22-7162)で閲
覧できます。

10月の休日当番医
(午前９時～正午：事前連絡必要)

※医療機関および診療時間が変更となる
場合もあります。当日の新聞などで
ご確認ください。

※休日に診療した場合は、休日料金が加
算されます。

７日㈰
　池野整形外科耳鼻咽喉科医院
　志賀町高浜町 ☎32-0040
　いがわ内科クリニック
　羽咋市鶴多町 ☎22-7800
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

８日(月･祝）
　森田クリニック(形成外科･皮膚科)
　羽咋市鶴多町 ☎23-4775
　疋島クリニック(外科･胃腸科･内科)
　羽咋市旭町 ☎22-1205
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

１４日㈰
　前川医院（内科）
　羽咋市酒井町 ☎26-0210
　保志場内科クリニック
　羽咋市的場町 ☎22-0807
　【小児】公立羽咋病院
　羽咋市的場町 ☎22-1220

２１日㈰
　岩脇医院（耳鼻咽喉科）
　羽咋市的場町 ☎22-0131
　河崎医院(外科･胃腸科･内科）
　志賀町高浜町 ☎32-0019
　【小児】公立能登総合病院
　七尾市藤橋町 ☎0767-52-6611

２８日㈰
　平場内科クリニック
　羽咋市中央町 ☎22-0238
　岡田医院（内科）
　志賀町富来領家町 ☎42-1921
　【小児】恵寿総合病院
　七尾市富岡町 ☎0767-52-3211

市

歴史民俗資料館
臨時休館のお知らせ

　企画展撤収作業のため、10月
１日㈪～19日㈮の期間、臨時休
館します。
問　市歴史民俗資料館
　　（☎22-5998）

市
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日　時 行　事　名 場　所 担　当

 17 ㈬ 13:30～
16:00 総合相談（心配ごと相談、人権相談） 　 203会議室 市民窓口課

 18 ㈭ 10:00～ 心のケアサポート 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

11:00～
14:00 健康福祉総合相談 老人福祉センター 社会福祉協議会

13:00～
15:00 無料法律相談（要予約：４人まで） 　 101会議室 市民窓口課

13:30～
15:30

「やってみんけ～手話！」
手話ボランティア養成講座②

羽咋すこやか
センター 社会福祉協議会

 20 ㈯ 9:00～ 羽咋市少年少女発明クラブ
社会見学「石川県発明工夫展」

石川県地場産業
振興センター 生涯学習課

 21 ㈰ 9:00～
15:00 第24回余喜ふれあい祭り 余喜小学校 生涯学習課

14:00～
16:00 糖尿病講演会＆すこやかウォーク 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 22 ㈪ 11:00～
11:30 よちよちおはなし会 コスモアイル羽咋 図書館

 23 ㈫ 13:00～ ４か月児健診 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

 24 ㈬ 10:00～ すくすく相談 羽咋すこやか
センター 健康福祉課

10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

19:00～
20:30 ふれあいにほんごひろば 羽咋公民館 生涯学習課

 25 ㈭ 13:30～
15:30

「やってみんけ～手話！」
手話ボランティア養成講座③

羽咋すこやか
センター 社会福祉協議会

 27 ㈯ 9:30～ 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

 14:00～
15:00

「おはなし会（語り）」
語り手:語りの会・はくい コスモアイル羽咋 図書館

 28 ㈰ 8:00～
10:00 未受診者健診 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 29 ㈪ 8:30～
10:00 未受診者健診 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 羽咋すこやか

センター 健康福祉課

 31 ㈬ 10:00～
11:00 シルバー人材センター入会者説明会 羽咋勤労者総合

福祉センター
シルバー人材
センター

観光・イベント情報

近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

観光・イベント情報

近近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします近隣市町の観光・イベント情報をお知らせします

　羽咋市からの情報として、１市３町の
広報紙に「余喜ふれあい祭り」を紹介し
ました。

七尾市七尾市

志賀町志賀町

宝達志水町宝達志水町
婚活参加者募集

中能登町中能登町

ケーキ作りを通して婚活をします。手作りを楽
しみ、おいしさを味わい、皆さんの出会いの花
を咲かせてください。参加をお待ちしています。
日時　12月15日㈯　10:30～13:00
場所　さくらドーム21　対象　25～45歳程度の人
持ち物　エプロン、タオル　　　　
参加費　500円　申込締切日　11月21日㈬
申□・問　健康福祉課（☎0767-28-5526）

能登和倉万葉の里マラソン
2019 エントリー受付中

日時　11月２日㈮～４日㈰作品展示
　　　11月３日(土･祝) 式典、芸能アトラ
　　　クションなど
場所　富来活性化センター
問　生涯学習課（☎0767-32-9350）

第14回志賀町文化祭

開催日　平成31年３月10日㈰
種目・参加料　マラソン 7,000円、10㎞
4,000円、親子ペア(1.2km) 3,000円
申込期限　11月30日㈮（先着順）
　
問　観光交流課（☎0767-53-8436）
RUNNET 検索 ⬆

「中能登トレジャートレイルラン」の「中能登トレジャートレイルラン」の
コース（5㎞程度）を歩いてみませんか？コース（5㎞程度）を歩いてみませんか？
日時　11月４日㈰　7:00スタート
※集合・受付　ラピア鹿島(受付時間　5:30～6:30)
参加費　1,000円
申込先　中能登町トレイルランニング実行
委員会（町企画課内）
問　企画課（☎0767-74-2806）

中能登トレジャートレイルウォーク

市

市

皆さんの応援をお願いします！
第４回『峨山道トレイルラン』

開催日　10月14日㈰
ロングコース　73㎞　午前５時スタート
コース　總持寺祖院(スタート)～永光寺(ゴール)

今回、新たにショートコースを新設

問　市生涯学習課・スポーツ推進係（☎22-3312）

①10㎞コース：午前10時スタート ②５㎞コース：午前10時30分スタート
コース　邑知小学校(スタート)～豊財院～永光寺(ゴール)
※詳細は、ホームページ http://gasando.info/ で確認してください。
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能登一宮の祭神が坐
ま

す

気多大社の本殿
　本殿は、神社のご祭

さいじん

神が祀られている最も神聖な建
物であり、神社の中枢です。気多大社の本殿には、大

おお

己
な

貴
むちの

命
みこと

という神様が祀られており、人々は拝殿から祈
りを捧げます。
　現在の本殿は、天

てんめい

明７年（1787）に建てられたもの
で、「両

りょうながれづくり

流造」という全国的にも類例の少ない神社建築
様式です。これ以前にも、永

えい

禄
ろく

４年（1561）の「気
け

多
た

社
しゃ

造
ぞう

営
えい

棟
むな

札
ふだ

」という資料があることから、少なくとも
16世紀の中ごろに気多大社でご遷宮（神社の造営工事）
が行われ、本殿が建てられていたことがわかります。
　気多大社の本殿は、18世紀後半の江戸時代の建築な
がら、細部の様式は古風であり、能登一宮の祭神を祀る、
本格的な寺社建築の代表作として知られています。

建造物編

重要文化財 気多神社本殿
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編 集 後 記
■9月に入ってもずっと雨続きで、今月号の表紙
を何にするか決まらずに悩んでいました。よう
やく晴れ間が見えた9月11日。こすもす保育園
の園児が稲刈り体験をすると知り、｢これは秋を
イメージする写真が撮れるのでは？」と現地へ。
子どもたちは初の稲刈りに夢中。私はシャッ
ターを切ることに夢中。子どもたちが素敵な笑
顔を見せてくれたことに感謝です。
■8月下旬から9月にかけて、豪雨と大型の台
風による影響を受け、羽咋市でも避難勧告や避
難指示が出されました。市民の皆さんの中には、
公民館などで不安な一夜を過ごした人もいらっ
しゃったと聞いています。
　‶災害は忘れた頃にやってくる"とよく言われ
ますが、最近は、豪雨、台風、地震、そして冬
の雪害と、本当に頻繁に発生しています。いざ
という時、被害を最小限に留めるために自分た
ちができることは何なのか。来月号では､“災害
に備えること”をテーマに特集を組み、周知し
たいと思います。 （見附）

「空家・不動産」無料相談会
～専門家が個別相談に応じます～

問い合わせ　（公社）石川県宅地建物取引業協会（☎0120-424-425）

日時　10月30日火
　　　午後１時～４時
場所　羽咋市役所１階　101会議室
　　　　　　　　　　※事前の予約は不要です。

空家の解体やリフォーム、家財道具の処分を行う人に対して、羽咋市から
助成金が出る場合があります。使っていない空家を活用してみませんか？

空家の助成金に関する問い合わせ　市地域整備課（☎22-9645）

空家は管理もせんなんし、
持っとるだけで大変や…
どうしたらいいげんろ？

　　空家の対策や利活用（売却・賃貸）に関するご相空家の対策や利活用（売却・賃貸）に関するご相
談が増えています。談が増えています。
　空家以外にも、土地や建物の取引に関する困りご　空家以外にも、土地や建物の取引に関する困りご
となど、ぜひこの機会にお気軽にご相談下さい。となど、ぜひこの機会にお気軽にご相談下さい。


