能登
能登半島地震から５年
登半島地震から５年・東日本大震災から１年
※5ページに関連記事

〜今、私たちが
できることは？〜

子どもたちの瞳からは
未来と希望が！
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のとじま保育園の子どもたち
●世界農業遺産「能登の里山里海」つながりのススメ…P2 〜 3
●新生活は消費者トラブルの危険がいっぱい！……………P6 〜 7
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人と自然とのつながりに 感謝
人と自然とのつながり
がある
感謝 がある
がある
笑顔
笑
顔 がある
今
今と昔のつながり
と昔のつながりに 未来
がある
未来 がある

人
人と人とのつながり
と人とのつながりに

この一瞬を次の世代に伝えたい

つながりのススメ

活用
里山里海を守り、未来へとつなげる仕組みをつくります
高付加価値化やブランド化を進めるため、
「能登
の里山里海」の恵みである農産物や水産物の価値、
安全安心な食を内外に発信します。

ツーリズムによる交流人口の拡大や農林水産物の
販路の開拓を図るなど、都市部の「ヒト・モノ・
カネ」を活かして里山里海の保全につなげます。

６次産業化やさらなるブランド化の推進、体験型
ツーリズムによる交流人口の拡大などにより、地
域の産業振興を図ります。

農林水産物や、里山里海とのかかわりの中で生じ
る間伐材やカキ殻など、地域の資源を活かし、新
たな産業を創出できないか、研究・検討します。

広報ななお
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『トキが舞う里ななお』を実現し、地域の活性化を！
七尾市は、能登地域GIAHS推進協議会のアクションプランに沿った「世界農業遺産七尾市行動
指針」を策定しました。
地域資源を活かしつつ、里山里海を保全するとともに、かけがえのない宝として未来へと確実
につなげるため、世界農業遺産『能登の里山里海』へのつながりをススメます。

保全
里山里海を守ります
大学や関係機関とともに、生物多様
性や地域資源などの調査を進め、
「能
登の里山里海」にふさわしい取り組
みを整理します。
棚田などで耕作の維持を促進すると
ともに、必要に応じて耕作が放棄さ
れた農地を整備・再生して、里山の
持つ機能の保全と回復を図ります。
生産性を損なわない範囲で化学肥料
や農薬の使用を減らすなど、自然に
やさしい農業を進め、生物など自然
と共生した豊かな里づくりを目指し
ます。
里山から里海へとつながる環境や生
物多様性に配慮し、里山と里海が一
体となった保全活動に市民ぐるみで
取り組みます。

持続

里山里海を未来へとつなぎます

「能登の里山里海」の世界的な価値や重要性、将
来の可能性など、市民の共通認識を図ります。
身近にある里山里海の保全や伝統的な祭礼を地域
ぐるみで続けるため、地域や集落におけるコミュ
ニティの活性化に努めます。
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里山里海と関係が深い農林水産業や伝統産業にお
いて、関係機関と連携し、未来のために若い世代
の担い手を育成します。
次代を担う子どもたちに対し、ふるさと教育や環
境教育などを通じて、豊かな自然や風土を愛する
心を育みます。

ひと人ヒト
hito hito hito

昔むかしのお話 会
〜絵本や民話の世界を大事に〜

堀口順子

ントしている︒今年もその準
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活動範囲も幅広い︒

月に約５回︑能登島小中学

校や保育園に行くだけではな

く︑高齢者の集会や高齢者介

護施設などにも活動範囲を広

げ︑高齢者の介護予防にも役

取材に行ったのとじま保育

立っている︒

園では︑﹁読み聞かせ﹂の始ま

りから終わりまで︑メンバー

から話される物語に園児は釘

づけ︒それだけ︑メンバーの

バイタリティーに溢れる表現

に︑園児たちは集中し続けて

いるのだ︒これが︑︻読み聞か

せ効果︼と感じた一面だった︒

また︑昨年の春から卒園す

る園児たちに︑これからの健

やかな成長を願いながら制作

﹁昔むかしのお話会﹂が発

備に余念がない︒この気配り

した﹁ストラップ﹂をプレゼ

足したきっかけは︑代表の木

から﹁地域の人を大事にした

これからも︑絵本や民話を

い﹂というこの会の思いがさ

伝える﹁読み聞かせ活動﹂が︑

下真由美さんが８年前︑東部

﹁能登島の小中学校の子ども

末永く続くことを切に願いた

中学校︵当時︶に﹁朝の読み

たちにも声を出してゆっくり

い︒

らに感じられた︒

読む絵本や民話の世界を伝え

聞かせ﹂に数回参加したとき︑

たい﹂という想いから︒今も

一緒に活動をしている桂満子

さんと２人でスタートした︒

人︒元保育士やケ

発足して８年目︒今ではメ
ンバーが

アマネージャーなど︑業種も
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堀

堀井愛 津子
在 澤 侑里子
満子
桂
木下真由美

Once upon
a time…

昔むかしのお話会メンバー

健やかな成長を願いながら
制作した「ストラップ」

忘れられない

あの時

〜能登半島地震から５年 東日本大震災から１年〜
【七尾市津波避難訓練実施】
■実施日時 3月25日（日） 7：30 〜 9：00 ■訓練対象者 袖ケ江地区、御祓地区の住民（約7,000人）
※詳細は、広報ななお３月号の折り込みチラシをご覧ください。
（対象地区のみ）

能登半島地震
3.25

岩手県釜石市（海上保安庁提供）

3.11
東日本大震災
鷹合

現地レポート

被災地派遣

七尾市役所職員

豊勝

福島県南相馬市では︑津波に

より人命︑財産など一瞬にして

すべてを失った多くの方々がい

らっしゃいます︒復興事業説明

会で︑その被害に遭われた方か

らお話を聞く機会があります

が︑表現できない苦境に直面さ

れたにもかかわらず﹁この震災

を乗り越え復興するんだ﹂とい

う堅固な意志が伝わり︑その姿

には深い感銘を受けます︒復興

に携わる上で︑﹃少しでもその気
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持ちに応えたい﹄そんな心情の

毎日です︒
東京都杉並区職員橋本利雄さんと働く鷹合豊勝さん（左）
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能登有料道路横田インター崩落現場

宅配便かと思ったら…訪問販売！

ネットワークビジネスとも言わ
不意に訪れ、契約を勧められる
れます。セミナーなどに誘われ、 訪問販売はトラブルが絶えませ
「他の人に売ればすぐ収入にな
ん。長時間居座ったり、強引で
る」と販売組織への加入を勧め
しつこいケースも多いです。
られます。
・はっきり断っている消費者に
・思うように他人を勧誘できず、 再勧誘することは法律で禁じら
在庫や借金を抱えることも。
れています。
・自分が加害者になるおそれも ・怖いと感じたら、すぐに警察
あることを理解しましょう。
へ連絡しましょう。
・化粧品、下着、学習教材、CD- ・契約してから 8 日間はクーリ
ROM など商品はさまざまです。
ング・オフができます。

アパートの敷金が戻らない！？

アパートの退去時に、ハウスク
リーニングなど、高額な費用を
請求されることがあります。
・借主は部屋を通常どおりに使
用し、きちんと掃除して退去す
ればＯＫです。
・必要以上の費用を負担する必
要はありません。敷金は担保な
ので、返還されるものです。
・契約内容に基づいて交渉しま
しょう。

トラブル回避のポイント

トラブル回避のポイント

トラブル回避のポイント

■必要のない勧誘はすぐ断る
あいまいな態度は話を長引かせ、
相手のペースにはまる上、より
断りづらくなります。毅然とし
た態度で早めに断りましょう。
■うまい話をうのみにしない
「簡単に収入が得られる」話は絶
対にありません。仕組みが理解
できないものを信用するのは危
険です。

■不用意にドアを開けない
見知らぬ業者の訪問には簡単に
ドアを開けない。販売目的や名
前を告げない場合もあるので注
意が必要です。
■断る時ははっきり「いりません」
断っているつもりでも「けっこ
うです」
「いいです」と表現して
い ま せ ん か？ そ れ で は「 Ｏ Ｋ 」
の意味に受け取られる場合も。

■双方で立会い確認する
入居時・退去時の部屋の状態を
双方が立ち会って確認し、でき
れば写真などで記録を残してお
きましょう。
■契約書類は必ずよく読む
契約書はお互いの承諾した内容
を記すもの。隅々までよく読ん
で理解し、納得できない点は必
ず確認しましょう。

春です！

友達を誘って簡単に高収入！？

新生活は消費者トラブルの危険がいっぱい！

春は、就職・進学など新しい生活がスタートする季節です。初めて一人暮らしをはじめる人や、新しい
土地での暮らしにワクワクしている人も多いかもしれません。今回は、この時期ならではの消費者トラブ
ルをご紹介します。若者が狙われやすい事例や、新しい環境で気をつけたいポイントを知ることで、避け
られるトラブルもあります。

※事例はあくまでも参考例の一つです。個々の契約状況や問題発生の時期などによって、解決内容は異なります。
広報ななお
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もし契約してしまっても、
『クーリング・オフ制度』があります
クーリング・オフ（cooling oﬀ）は、
「cool」＝「冷やす」の意味で、不意をつかれたり冷静な判断ができなかっ
たりする状況で契約した場合に、一定の「頭を冷やす」期間を与え、その期間内であれば無条件で解約できる制度
です。ただし、店舗での購入や通信販売などには適用されません。

契約はよく考えて、慎重に！

困った時は、すぐにご相談ください

判断力のある成人がお互いの合意によって成立した
契約は、原則として解約することはできません。クー
リング・オフ（無条件解約）制度は、特殊な場合に使
える特別なルールです。ささいな事でも書面をよく読
んだり、説明をきちんと聞いたり、十分理解した上で
慎重に契約するよう、日ごろから心がけましょう。

どんなに自分が気をつけていても、消費者トラブル
に遭ってしまうことがあります。悪質業者は「だます
プロ」です。少しでも「おかしいな」
「こまったな」と
感じた時は、迷わず七尾市消費生活センター（☎53−
1112）へご相談ください（※予約不要、秘密厳守）。
少しでも早めの相談がよりよい解決につながります。

かしこい消費者の心得
け

契約はすぐしない、
誰かに相談してから

い 「いりません」ときっぱり断る
や

やめたい時のクーリング・オフ

く 「苦労せずもうかる」
うまい話はない

OK

七尾市内どこへでも出前講座にうかがいます

ＯＫする時は自分の責任で

無料

利用料：

悪質商法の手口や、被害に遭わないためのポイントなどを気軽にお聞きいただくため、出前講座を行ってい
ます。少人数のグループや短時間でも結構です。消費者トラブルのない地域づくりに、ぜひご活用ください。
■テーマ例：悪質商法にご用心！最近流行りのこんな手口あんな手口
・契約ってなんだろう？〜賢い消費者になろう〜
・知っていますかクーリング・オフ
など
※楽しくわかりやすいＤＶＤ・ビデオの視聴や、
ロールプレイングなどもできます。
■申込方法：事前に日時などをご連絡ください。仮予約の後に、
申込書をご提出いただきます。
■開催時間：９：00から17：00まで（月〜金曜日）30分〜１時間30分程度
※夜間・土日祝日はご相談ください。
■講
師：七尾市消費生活センター職員など
七尾市消費生活センター（市民男女協働課内） ☎53−1112
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ファクス54−8117

七尾市国際交流協会発行

自分のできることからはじめよう！
Think globaly, Act localy

現在、七尾市に住んでいる外国人の数は約430人（平成23年12月末日現在)。
母国を離れ、縁があってここ七尾に住んでいる彼らは、七尾市民の一人です。
そんな彼らは、七尾に住みながら七尾をどう見て（感じて）いるのでしょうか。

市内で行われたイベントに参加された外国人へインタビュー！
！
子育てしやすい
何枚もの書類に
サインやハンコを

買い物をする時

する時の用語が

施設がきれいで

店員さんの対応が

難しいの

無料にびっくり！

とても親切なのよ

押さないと
いけないの？

優しいまちね！

市役所で手続き

すごく時間が

ハイテクノロジー

かかるわね

社会なのに連絡は紙
多言語のチラシを

手続きに

助かっているわ

道路も町も

（アナログ）なのは

いろいろな場所に

日本語学校を

なぜ？

置いてほしいわね

つくってほしいわ

きれいで、
渋滞がないのが

七尾は近くに公園が

うれしいわ

少ないわね
ナリさん ︵七尾在住３カ月・韓国出身︶

セーラさん ︵七尾在住４カ月・オーストラリア出身︶

ウハさん ︵七尾在住２年２カ月・中国出身︶

あなたから「こんにちは」の声かけを
私たち日本人が普段、何気なく無意識に行っ

み理解し合うことではじまるコミュニケーショ

ていることや制度などが、外国人から見たら、

ンは、
「こんにちは！」というあいさつからは

時に戸惑い、驚き、また「素晴らしい！」とい

じまります。日本語でもいいので、あなたから

う感動を与えていることもあるようです。そん

声をかけてみてください！同じ七尾市民の一人

な視点や意見を、住みよいまちづくりに生かす

として、ともに地域で暮らしていく中で、日ご

ことが可能ではないでしょうか。

ろからのコミュニケーションを大切にしませんか。

一人一人が違って当たり前！その違いを楽し

七尾市国際交流協会
理事

藤井良照さん

広報ななお
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国際交流のそれぞれの取り組みをまちづくりに活かす
〜企業を繁盛させる人は街も
発展させることが出来る〜

アンニョンハセヨ〜！

姉妹都市へはばたく中学生

七尾・金泉友好協会結成

七尾マリンシティ推進協議会
21回目のアメリカ研修視察

平成23年8月24日に設立されまし
た。姉妹都市金泉市とはこれまでも
御祓公民館をはじめ、市や民間団体
などで交流が盛んに行われていまし
た。これからは協会が主となり民間
レベルでの積極的な交流が出来るよ
う頑張りたいと思っています。協会
設立を記念して11月11日〜14日に
訪韓してきました。
※会員募集中※

●ジュニアウイングス
平成23年8月 アメリカモント
レー市へ（参加者11人）

２月16日から11日間の日程で
姉妹都市モントレーほかアメリカ
へ行ってきました。
七尾でそれぞれにがんばってい
るメンバーが研修してきたこと
が、今後のまちづくり、ひとづく
りにどう活かせるのか、期待に拍
車がかかります。

国際交流協会から
３人を表彰

●七尾市・金泉市中学生相互交流
平成23年７月 韓国 金泉市へ
（参加者20人）
＜参加者の感想＞
・中学生のうちに体験出来て楽し
かった。世界（アメリカ）へ行っ
て自分がどんな存在なのかを考え
るきっかけになった。
・将来のことは全然考えていな
かったけど、将来は世界にかかわ
る仕事をしてみたい。

国際交流ボランティア随時募集中！
ホームステイ・交流イベン
トなどを通して、気軽に国際
交流に参加してみませんか？
あなたができるボランティ
ア協力をお願いします。
【登録内容】 通訳・翻訳・
交流ボランティア、ホームビ
ジット、ジャパンテントホス
トファミリーなど

長年国際交流などに貢献
した功績により、平成23年
5月の総会時に3人の方を国
際交流功労者として表彰し
ました。
（受賞者）
佐味貫義さん、姥浦昭二さん、
稲田清志さん

＜姥浦昭二さんから＞
海外で生活体験をすることは青少
年にとって良い意味でのカルチャー
ショックとなるはず。そうした体験
が、将来に向けての財産となることを
願っています。

770（ななお）青少年国際交流支援制度
国際交流協会では、姉妹都市に派遣される小・中学
生に１人7,700円を贈呈しています。（平成23年度
は40人の小中学生に贈呈）

多文化共生ボランティア養成語学講座開催（23年５月〜７月）
（英語、中国語、やさしい日本語）
単なる語学講座ではなく、多文化を知る「きっか
け」づくりとなる語学習得を目指して開催。
参加者は「語学に対する抵抗がなくなった」、日本
語講座は、「日本語の話せない人にやさしい日本語で
伝える難しさを実感した。もっと勉強したい」と意欲
的でした。平成24年度も国際理解講座を開催予定。

七尾市国際交流協会には現在25団体が加入しており、七尾市の姉妹都市交流や国際理解の推進をはじめ、市内
在住外国人との共生社会づくりの活動を展開中。国際交流に関心ある団体・個人の加入も随時募集中です。詳しく
は下記へお気軽にお問い合わせください。
市民男女協働課
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国際交流係（七尾市国際交流協会事務局）

☎53−8633

ファクス53−1125

３月11日
（日）開催
７，５４７人のランナーが七尾市に集結します。全国から集まるランナーに七尾
市民が『おもてなし応援隊』としてランナーを応援しましょう。

『おもてなし応援隊になるには…』

とても

になる！

応援に
子どもたちの
ます︒
勇気づけられ

力力

あなたの応援が

ランナーに手
を出してく
だ さ い︒ ハ
イ
タッチをし
て気持ちをラ
ンナーに伝
えてください
︒

ランナーを応援するには応援している人が楽しくないと気持ちが伝わりません。
応援にはいろいろな方法があります。
あなただけの応援方法で大会を盛り上げ、応援する人も楽しむ１日にしましょう。

ラン
作って言葉で
応援ボードを
。
う
ょ
し
ま
ナーを応援し

ご家族、友人
同士などみん
なが
集まれば応援
隊のできあが
り。

福島県南相馬市の中学生たち

絆 でフルマラソンコースを駆け抜ける！
福島県南相馬市の中学生７人が、七尾市の中学生７人と一
緒にタスキリレー方式で、フルマラソンコースを走ります。
両市の中学生に、温かいご声援をお願いします。
［南相馬市チーム紹介］

原町第二中学校の生徒

石神中学校の生徒

私たち南相馬市は、太平洋沿岸北部に位置する人口約70,000人のみどり豊
かな市です。今回の東日本大震災の影響で、現在の市の人口も震災前の６割
であり、屋外活動が制限される中、練習に励んできました。
若駒のごとく能登路を一生懸命走りますのでよろしくお願いいたします。

広報ななお

10

―3 月―
七尾市子ども会連合会卓球大会

●平成23年度
後期修了式
☎七尾産業技術専門
校 52-3159
●確定申告
（最終日）
●〜知ってほしい！
大腸がんのこと〜
☎健康推進課
53-3623

●七尾市内小学校卒
業式
☎子ども教育課
53-8434

●学芸員とめぐるク
イズラリー
☎能登島ガラス美術
館 84-1175
●佐渡・能登連携世
界農業遺産シンポジ
ウム
☎企画課 53-1117

●市長談話室
☎広報広聴課
53-8423

●能登和倉万葉の里
マラソン2012フォト
コンテスト
申込締切日
☎観光交流課
53-8436

世
人

平成 24 年１月 31 日現在

21,853世帯 （△13）
58,102人 （△42）
男
27,587人 （△23）
女
30,515人 （△19）
年齢別人口
0〜20歳
10,007人
21〜64歳
30,970人
65歳〜
17,125人

11
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先月比較（△＝減）

転入
出生
婚姻

●七尾市スポーツ賞
表彰式
☎生涯学習スポーツ
課 53-3661
●第40回七尾市民音
楽祭 春を待つ能登
の里山里海
☎七尾市文化協会
53-0596

●「思い出の黒板
アート展」
☎能登島公民館
84-1115

●津波避難訓練（袖ケ
江・御祓地区）
☎環境安全課
53-6880
●能登島中学校閉校記
念式典
☎能登島中学校
84-1016
●学芸員とめぐるクイ
ズラリー
☎能登島ガラス美術館
84-1175

●学芸員とめぐるク
イズラリー
☎能登島ガラス美術
館 84-1175

●メディカルサロン
ななおコンサート
☎七尾市医師会
52-2297

●七尾市内小中学校
入学式
☎子ども教育課
53-8434

●ノルディック
ウォーキング教室
☎七尾総合市民体育
館 53-4242

■市の人口

●第2回ちびっこ運
動教室
☎みらい子育てネッ
トつくしクラブ
66-1231
●のと・七尾起業塾
夢を確実に掴む！
一歩上に行く起業講
座！！
☎産業振興課
53-8565

74人
33人
12件

転出
死亡

80人
68人

■納税のお知らせ

■愛の献血

国民健康保険税（９期）
納期限：４月２日（月）

３月 12 日（月）
恵寿総合病院
10：00 〜 12：00
13：00 〜 16：00

■今月の『税情報ななお』
今月はお休みです。

献血の詳しい情報は
石川県赤十字血液センター

検索

七尾市健康福祉審議会の各分科会委員を募集
福祉を充実するため、
市民協働の立場から幅広い市民参画が必要です。
■募集人員（各２人）※内２人は、健康福祉審議会委員を兼務
①地域福祉分科会
地域福祉計画に関すること
②高齢者福祉分科会 老人福祉計画、
介護保険事業計画に関すること
③障害者福祉分科会 障害者福祉計画、
障害福祉計画に関すること
④児童福祉分科会
児童福祉総合計画に関すること
⑤保健医療分科会
健康増進計画に関すること
■委員の任期 ３年（平成24年４月１日〜平成27年３月31日）
■報 酬 6,000円/ １回
■応募資格 七尾市に在住する満20歳以上の人
（平成24年４月１日現在）
■応募方法 七尾市ホームページまたは福祉課、七尾サンライフプラザ保健
センター、各市民センターにある応募用紙で提出してください。
■応募期限 ３月23日（金）
必着
福祉課 ☎53−8463

能登和倉万葉の里マラソン
ウォーク2012

市民ネットワークの輪を広げま
せんか！

■日時

積極的な参加団体を募集してい
ます。
■対象
会員などが３人以上の団体
■目的
①加入団体相互のネットワーク
づくり
②情報収集および提供
③行政と連携した啓発事業
④各団体などの自主的な活動支援
■内容
①男女共同参画の集いなどの参加
②市民ネットワークニュースの発刊
③企業セミナーの実施
男女共同参画室☎52−5222

３月11日
（日）
雨天決行
10：30 〜（受付9：30）
■参加費 大人（市内） 800円
（市外） 1,500円
小学生以下
100円
※小学生以下は保護者同伴
■コース 10km、
５km
■参加賞 スポーツタオル
牡蠣鍋、
牡蠣貝
※小学生以下は牡蠣鍋のみ
※当日も受付できます。
七尾ウォーキング協会
☎53−2190

フォトコンテスト 2012
■募集題材
能登和倉万葉の里マラソン
2012の行事全般
・ランナーの表情、走る姿
・観戦者の応援する姿
・ボランティアする人の姿
・大会会場のコース沿道の魅力
■応募方法
サイズ 4つ切〜ワイド４つ切
出品点数 １人３点まで
申込期限 ３月28日
（水）
※当日消印有効
※応募要項を必ずご覧になってか
ら応募してください。
■入賞
入賞者には賞状と七尾市の特産
品を贈呈します。
観光交流課 ☎53−8436

第12回石川県障害者スポーツ
大会参加者募集
■開催日 ５月27日（日）
■場所 西部緑地公園陸上競技場
いしかわ総合スポーツセンター
ほか
■対象者 県内に在住、在勤、
在学
の障害（身体・知的・精神）のあ
る人（ただし、平成24年４月１
日現在満13歳以上の人）
■実施競技
陸上、水泳、アーチェリー、卓球、
ボウリング、フライングディスク、
バレーボール
■申込期限 ３月22日
（木）
福祉課
☎53−8464 FAX53−5990

募

集

「協働のまちづくり推進事業」
選考委員を募集
市民が主役のまちづくりの推進
を図るために、市民税の１％の一
部を活用して、市民団体などが提
案するまちづくり事業を支援して
います。この
「協働のまちづくり
推進事業」を審査・選考する委員
を若干名募集します。
■申込期限 ３月23日（金）
■任期 平成24年４月〜 25年３月
■申込方法 お電話でお問い合わ
せください。
市民男女協働課☎53−8633

自衛官募集
平成24年度の自衛隊幹部候補生
の募集を開始しています。
■申込期限 ４月27日
（金）
■応募資格 22歳以上26歳未満
（平成25年４月１日現在）
第１次試験
５月12日（土）筆記試験
５月13日（日）筆記式操縦適性
検査（飛行要員希望者のみ）
第２次試験
６月12日（火）〜指定する日
自衛隊石川地方協力本部
七尾出張所 ☎53−1691

広報ななお
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市営住宅入居および補欠者募集
【随時募集】

市有地を一般競争入札により売却します
公売物件【番号は物件番号】
物件
番号

区分

物件所在地

①

土地 小丸山台

②

土地 富岡町

③

土地 能登島半浦町壱五 41番6
建物 （旧西島保育園）

地目

3丁目73番
82番6

地積 ( ㎡ ) 用途指定

予定価格（円）
（最低売却価格）

宅地

107.12

第1種
住居地域

2,200,000

宅地

122.38

近隣商業
地域

4,100,000

宅地

1,392.07

なし

3,100,000

延床面積

601.60

■申込期限 ３月21日（水） 17：00まで
【必着】
■申込場所 七尾市役所本庁４階 総務課 管財・用地室
■申込方法 一般競争入札参加申込書及び添付書類を申込期限までに提出し
てください。
入札説明会
■日時 ３月16日（金）10：00 〜
■場所 七尾市役所３階302会議室
■その他 現地説明会は実施しませんので、
市ホームページを参考にしてくだ
さい。
（③は、
事前に連絡があれば、建物内部を案内します。
）
入札日
■日時 ３月22日（木） ①10：00 〜
②10：30 〜
③11：00 〜
（番号は上記の物件番号です。
）
■場所 七尾市役所３階302会議室
※入札日当日は、見積した金額の100分の5以上の額の入札保証金が必要です。
※これ以外にも、先着順で売却中の物件があります。お問い合わせください。
総務課 管財・用地室 ☎53−8747

『知ってほしい！
大腸がんのこと』
増え続けるがんの中でも、大腸
がんは急激に増えています。
七尾市では、毎年20 〜 30人が
大腸がんで命を落としており、死
亡率は県平均と比べて高い傾向に
あります。
大腸がんの正しい知識が学べる
講演会を開催します、お気軽にご
参加ください。
■日時 ３月15日
（木）
14：00 〜 15：30
■場所 七尾サンライフプラザ
視聴覚室
■費用 無料
■講師 公立能登総合病院
副院長 牛島 聡 医師
■申込期限 ３月９日
（金）
※申し込みは、下記までご連絡く
ださい。
健康推進課 ☎53−3623
13
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「遊び

玩具のヒストリー
〜昭和・平成〜」

昔のあそび体験
竹とんぼを飛ばしたり、メンコ
をしたり、ぜひご家族で参加して
ください。
■日時 ３月11日（日）
13：00 〜 16：00
■場所 フォーラム七尾
■内容 竹とんぼ作り
講師 寺本幸生さん
メンコ、トントン相撲な
どで遊びます。
※同じ会場で「770（ななお）
のひな人形展」も行っています。
■開催期間 ３月15日
（木）まで
文化財課 ☎53−8437
第１回770のひな人形展開催
委員会事務局 ☎54−0770

■募集住宅
・古府住宅 １戸
・代本住宅 １戸
■募集期限 ３月16日
（金）
都市建築課☎53−8429

お知らせ
地域で活動する
高齢者グループに助成します
〜高齢者グループデイ事業〜
高齢者が生きがいを持って活動
する場づくりや、ゆったりと話を
しながら過ごす場づくりなどをす
る高齢者グループを支援します。
地域で高齢者同士が気軽に集
い、自主的な活動を通じて生きが
いを高めましょう！
■対象 おおむね65歳以上で５
人以上のグループ
■活動内容 レクリエーション、
趣味活動、交流会
※原則、週１回以上の活動
■補助金額 活動場所により下記
のとおり交付します
公民館： 24,000円／年
集会所： 36,000円／年
個人宅： 60,000円／年
空店舗：180,000円／年
補助金の申請は、３月中にご相
談ください
福祉課 ☎53−8463

子ども手当の申請受付は
３月30日
（金）
まで
平成23年10月からの制度改正
のため全受給者から認定請求書を
提出していただいていました。
3月30日（金）を過ぎると、平成
23年10月までさかのぼって手当
を受け取ることができませんので
ご注意ください。
まだの人は至急申請を行ってく
ださい。
（土日祝日は除く）
子育て支援課 ☎53−8445
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スポーツ安全保険

水道メーターの確認を！

平成24年度のスポーツ安全保
険の加入受付が３月１日から始ま
りました。
アマチュアのスポーツ・
文化・ボランティア活動など５人
以上の団体を対象として、経路往
復中も含めた団体活動中の傷害事
故および賠償責任を負う事故を補
償するものです。
また、急性心不全などの突然死
に対して葬祭費用をお支払いし
て、団体員が安心して活動できる
ようにするためにつくられた、営
利を目的としない
互助共済的な補償
制度です。万一に
備えて加入しまし
ょう。
加入区分・掛金
（変更になりました）
①子ども
（中学生以下）
・団体活動全般
団体活動のみ
800円
個人練習含む
1,450円
②大人（高校生以上）
・文化活動など
800円
・スポーツ活動・指導1,850円
・少年スポーツ指導 1,300円
③65歳以上
・スポーツ活動
1,000円
④全年齢
・危険度の高いスポーツ活動
11,000円
対象となる事故
・団体活動中の事故
・経路往復中の事故
保険期間
４月1日〜
平成25年３月31日
※４月１日以降の申込みは、
加入
手続日の翌日から有効です。
※申し込みは、随時行っています
ので、お気軽に申し込みくださ
い。
スポーツ安全

検索

（財）
スポーツ安全協会石川支部
☎076−268−3100
生涯学習スポーツ課
☎53−3661

ご家庭内の水道管の破損などに
よる漏水にご注意ください。
メーターを通った水は、基本的
にお客様のご負担となりますの
で、定期的に水道メーターの確認
をしてください。
■■■漏水の確認方法■■■
①家庭内の水道蛇口を全部閉める
②水道メーター内のパイロット
（銀色の羽根車）が回っているか
確認
⇒パイロットが回っていれば、ご
家庭内のどこかで水が漏れてい
ます。
パイロット

■■■漏水を発見したら■■■
七尾市指定給水装置工事事業者
へ漏水箇所の確認と修繕を依頼し
てください。
料金業務課 ☎53−8431

森林の所有者届出制度が４月か
らスタートします
昨年４月の森林法改正により、
今年４月以降、森林の土地の所有
者となった人は市町村長への事
後届け出が義務付けられました。
■届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相
続などにより森林の土地を新た
に取得した人は、面積に関わらず
届け出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく
土地売買契約の届け出を提出し
ている人は対象外です。
■届出期間
土地の所有者となった日から
90日以内に、取得した土地のある
市町村の長に届け出をしてくだ
さい。
農林水産課 ☎53−8422
石川県中能登農林総合事務所
☎52−6600

国民年金学生納付特例制度
国民年金の第１号被保険者で学
生の人は、在学期間中は国民年金
保険料の納付が猶予される学生納
付特例制度を申請できます。
【国民年金学生納付特例制度の適
用を受けて引き続き同校に在学し
ている場合】
申請書(ハガキ)が送付されます
ので申請書に必要事項を記入して
返送してください。
【平成23年度、まだ申請をしていな
い場合】
平成24年４月中であれば平成
23年度と平成24年度の２年度分
の申請ができます。
※平成24年５月以降は平成24年
度のみの申請となります。
■必要書類 在学証明書の原本
または学生証の写し
年金手帳・印鑑
七尾年金事務所
☎53−6511
市民課 ☎53−1265

こころの健康と多重債務などの
困りごと相談会の開催
３月は自殺対策強化月間です。
精神科医師によるこころの健康
相談や司法書士による法律相談
を行いますので、お気軽にご相談
ください。個別相談
（要予約）は
個室対応です。
■日時 ３月18日（日）
13：00 〜 17：00
■場所 パトリア１階特設会場
■内容
①こころの健康相談
②司法書士による法律相談
（多重債務、借金問題など）
③自殺予防パネルの展示、啓発
グッズの配布など
■費用 無料
■申込方法 個別相談は２日前
までに電話でお申し込みくだ
さい。
石川県こころの健康センター
☎076−238−5761

広報ななお
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下水道供用開始地区では
早期に下水道への接続を

住まいが変更になったら届出が
必要です（転入・転出・転居）

ケーブルテレビななお
チャンネル変更
（Ｃコース）

３月から開始地区
万行町・西藤橋町・矢田町
大和町の各一部
一日も早い接続を
上記工事完了地区では、早期に
下水道への接続をお願いします。
住みよい生活環境を整え、七尾湾
や河川などの水質保全を図るため
に、皆さんのご理解・ご協力をお
願いします。
下水道課 ☎53−8466

■届出期間
異動してから14日以内
※転出届は転出の14日前から
申請できます。
■届出場所 市民課 ミナ．クル
各市民センター
■持ち物
認印、来庁者の本人
確認書類（運転免許証、保険証な
ど）、国民健康保険被保険者証、
介護保険被保険者証、後期高齢
者医療被保険者証など（加入者）
市民課 ☎53−8417

ケーブルテレビななおのＣコー
スのチャンネルが、番組配信会社
の都合により４月1日から一部変
更になります。
変更チャンネル
「ザ・ゴルフチャンネル」
↓
「ゴルフネットワーク」
廃止チャンネル
スター・チャンネル１（有料）
スター・チャンネル２（有料）
スター・チャンネル３（有料）
フジテレビＯＮＥ（有料）
フジテレビＴＷＯ（有料）
ケーブルテレビ推進室
☎53−8699

『市民公開講座 in なかじま ー認知症の診断と治療・予防ー』
認知症治療の最新情報や予防をテーマとした市民公開講座を開催しま
す。
予約不要・入場無料です。皆さんのご来場をお待ちしています。
■日時 ３月18日
（日） 10：00 〜 11：45（９：30開場）
■場所 能登演劇堂
■プログラム
【講演】
「認知症の診断と治療の最新情報」
山田 正仁氏
（金沢大学教授）
【講演】
「認知症になりやすい人は？〜認知症の危険因子について〜」
浜口 毅氏
（金沢大学）
【演劇】
「中島おたっしゃ劇場
〜もの忘れがあってもなかじまで暮らしたいわいね〜」
七尾市地域包括支援センター
金沢大学神経内科
（担当：堂本・柚木・米原）
☎076−265−2292
平成 24 年度

定期狂犬病予防注射日程

ご都合の良い日時に会場で受けてください。
（都合が悪い場合は、25年３月までに必ず動物病院で受けてください)
◆予防注射料金：3,000円（当日の受付時に支払ってください）
◆登録手数料：3,000円
（新たに登録する場合）
４月８日（日）
青葉台町集会場

４月13日（金）

13:00 〜 13:40

旧・端保育所

13:50 〜 14:10

和倉温泉観光会館

14:20 〜 15:00

豊川公民館

9:30 〜 9:50

若林町公民館

10:20 〜 10:40

土川集会所

10:00 〜 10:15

JA能登わかば徳田支所

10:50 〜 12:00

外原集会所

10:25 〜 10:40

城山体育館

13:20 〜 14:00

熊木公民館

11:00 〜 11:20

大泊地区集落センター

10:00 〜 10:15

矢田町ふれあいセンター

14:10 〜 15:00

釶打公民館

11:30 〜 11:50

南大呑公民館

10:20 〜 10:40
10:50 〜 11:10

４月12日
（木）

４月15日（日）

西岸公民館

13:10 〜 13:30

北大呑公民館

中島市民センター

13:40 〜 14:00

崎山公民館

11:25 〜 11:45

10:05 〜 10:25

笠師保公民館

14:15 〜 14:35

三室町会館

11:55 〜 12:15

閨集会所

10:40 〜 11:00

塩津集会所

14:45 〜 15:00

曲集会所

11:20 〜 11:40

鰀目集会所

13:00 〜 13:20

高階公民館

10:00 〜 10:30

野崎集会所

13:30 〜 13:50

相馬公民館

10:40 〜 11:00

石崎福祉会館

向田集会所

14:05 〜 14:25

旧.吉田保育園

11:10 〜 11:30

西湊公民館

須曽集会所

14:40 〜 15:00

金ヶ崎公民館

11:40 〜 12:00

旧・中央図書館

11:10 〜 11:50

七尾市役所

13:00 〜 15:00

半浦集会所

9:30 〜 9:50

田尻集会所

環境安全課
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9:30 〜 10:10
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４月14日
（土）

☎53−8421

大田町集会所

13:40 〜 14:10

東湊公民館

14:20 〜 15:00

４月22日（日）
9:30 〜 10:10
10:20 〜 11:00

不用品活用銀行
◇ゆずります
ベビーカー、スキー板５組、スキー
ストック２組、革靴（24.5㎝）
◇ゆずってください
大人用自転車、みなと保育園制服・
体 操 服・ ベ レ ー 帽、チ ャ イ ル ド
シート
（０歳から使えるもの）
、こ
たつ布団一式（長方形型）
※電気製品は取扱不可
※登録期限は６カ月
※交渉の成立・不成立は必ず下記
までご連絡ください。
環境安全課 ☎53−8421

鹿島郡共通商品券の
利用が終了します！
平成９年よりご利用いただいて
おりました「鹿島郡共通商品券」は
３月31日（土）で終了します。お
持ちの人は期間内にご利用くださ
い。

※「中能登共通商品券（期限付き）」
と「ささゆり商品券」は引き続き
利用できます。
能登鹿北商工会☎66−0001
中能登町商工会☎76−1221

ひとり親家庭を支援します！
母子家庭・父子家庭対象
■児童扶養手当
公的年金受給者は対象外です。
■ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療分にかかる医療費から
自己負担を差し引いた金額を助成
します。
（中学生までは自己負担なし）
■ひとり親家庭放課後児童クラブ
利用料助成制度
小学校１〜３年生のお子さんが
放課後児童クラブを利用している
人で、児童扶養手当またはひとり
親医療費の助成を受けている人が
対象です。
母子家庭対象
■高等技能訓練促進費等支給制度
看護師・介護福祉士・保育士・
理学療法士・作業療法士の資格取
得に給付金を支給します。
■自立支援教育訓練費支給制度
就業に結びつく可能性が高い講
座（パソコン･医療事務など）を受
講した場合、修了後に受講費用の
２割相当額を支給します。
※これらの制度には、
所得制限が
あります。また、手当を受ける
には、申請手続きが必要です。
必要な書類などは、お問い合わ
せください。
子育て支援課 ☎53−8445

住宅用火災警報器を設置しよう！
「つけててよかった！」という事
例は当管内で４例あり、大切な生
命や財産を守ることができていま
す。
「 つけておけばよかった…」と
後悔しないためにも早期に住宅用
火災警報器を設置しましょう。
消防本部 ☎53−0119

第40回七尾市民音楽祭
〜春を待つ能登の
里山里海を奏でる〜
■日時

３月18日
（日）
13：00 〜
（12：30開場）
■場所 七尾サンライフプラザ
■入場料 500円
（当日600円）
七尾市文化協会☎53−0596

らくらくエアロビクス

七尾市議会の日程

初心者向けのやさしいエアロビ
で、ダイエットや運動不足の解消
をしませんか！毎週木曜日開催！
■日時 ４月12日（木）〜
19：00 〜 20：00
■場所 七尾総合市民体育館
■講師 元橋美津子氏
（厚生労働
省健康運動指導士）
■会費 1,000円（１カ月）
■その他 無料体験会を開催
４月５日(木)
19：00 〜 20：00
七尾総合市民体育館
☎53−4242

３月１日
（木）から３月定例会が
始まりました。初日は、提案説明
が行われ、今後の日程は次のとお
りです。
３月６日（火）10：00 〜代表・
一般質問
３月７日（水）10：00 〜一般質問
３月８日（木）10：00 〜一般質問
３月21日（水）14：00 〜採決など
※議会会議録は、市内各図書館や
市ホームページで閲覧可能です。
議会を傍聴しませんか？
傍聴席に入る前に住所・氏名を
記入するだけで、どなたでも傍聴
できます。
【団体は事前申込み】
議会事務局 ☎53−8433

ノルディックウォーキング教室
ポールを使用してのウォーキン
グで、
姿勢が良くなり運動効果も
抜群です。いっしょに歩いてみま
せんか！毎週火曜日開催！
■日時 ４月３日（火）〜
９：30 〜 11：30
■場所 七尾市城山陸上競技場
■講師 JNWAインストラクター
■会費 1,000円（１カ月）
■その他 レンタルポール
（１回
200円)を 用 意 し て あ
ります。
七尾総合市民体育館
☎53−4242

文化財施設開館のお知らせ
冬季休館していました文化財施
設を開館します。七尾の魅力再発
見にお越しください。
３月13日（火）から開館
七尾城史資料館
懐古館
能登国分寺展示館
祭り会館
明治の館
３月20日（火）から開館
蝦夷穴歴史センター
文化財課 ☎53-8437

「市民が主役のまちづくり」
市民がもっと元気になる 市民のまちづくり活動を応援！
〜平成24年度 協働のまちづくり推進事業補助金 提案募集開始〜
■申込期限
４月２日（月）まで（必着）
■補助金額
上限20万円、
総額600万円
募集要項・申請書は、七尾市ホームページからダウンロードできます。
提案募集説明会 ３月17日（土）11：30 〜 七尾市役所201会議室
※この募集は、平成24年度予算の市議会議決を前提とし、議会終了までは
交付を確約するものではありません。
■平成23年度 活動報告会開催のお知らせ
今年度の当事業など補助金交付団体の１年間の活
動成果を報告します。興味･関心のある方はどなたで
も参加できます。お気軽にお越しください。
【日 時】 ３月17日（土）９：00 〜
【場 所】 七尾市役所 201会議室
市民男女協働課

☎53−8633

広報ななお
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市税に滞納はありませんか？
〜全市一斉で給与差し押さえなどの滞納処分を実施中！〜

税の公平を保つため全市一斉で給与差押などの滞納処分をしてい
ます。滞納市税はお近くの銀行または郵便局などの金融機関、市民
センターなどで至急完納してください。一括納付が困難な場合は、
猶予制度もあります。まずはご相談ください。

◆納税通知書が届いたが・・・猶予制度
震災などの罹災（りさい）、盗難、負傷疾病など一括納付が困難
な場合には、申請により納税を猶予する制度があります。
※必ず適用されるものではありません。

◆督促状が発布されるその前に・・・納期内納税
納期内に完納されないときには法律により督促状が発布され、指
定期日を過ぎると財産を差し押さえしなければならないとされてい
ます。差し押さえは滞納市税が完納されるまでは解除できません。
督促状が発布されないよう納期内納税を。

〜事案解決のための新たな取り組み〜
■インターネット公売システムの利用
捜索などにより差し押さえた財産を、インターネットを利用して
公売するため、七尾市でもシステムの利用を始めました。公売する
案件があれば、紙面にてお知らせする予定です。

■タイヤロックの導入
滞納市税の完納を目的として、自動車などの差し押さえをする器
具「タイヤロック」を導入しました。タイヤロック装着後にも完納
されない状態が続く場合は、自動車などを引き揚げて公売します。

■多重債務相談窓口との連携
滞納原因の一つに消費者金融などの多重債務の返済があり
ます。これに追われ、納税はもとより生活が困窮していると
の申し出があれば、消費生活相談を受けるよう紹介するなど
各種相談窓口との連携をしています。
市税の納付・滞納や、ご不明な点などがあり
ましたら、お気軽にお電話ください。
税務課 ☎53−8413
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市 民 相 談

※祝日は
除きます

CONSULT INFORMATION

市民男女協働課

☎ 53-1112

相談の種類
行政困りごと相談
相談担当者：行政相談委員

市民くらしの相談
相談担当者：民生児童委員、人権擁護委員

法律相談（予約制・先着 5 人）
相談担当者：弁護士

登記相談（予約制・先着 4 人）

主な内容

場所

相談日

時間

国・県・市などの行政機関に
対する意見や要望など

３月19日（月）
４月２日（月）

10:00 〜 12:00

日常生活の困りごと、人権相談

毎月第 1 〜第４水曜日

10:00 〜 12:00
13:00 〜 15:00

３月16日
（金）
４月６日（金）

13:00 〜 15:30

３月23日
（金）

13:00 〜 15:00

借家・借地・金銭貸借・多重債務・
相続・離婚などの法律問題

本庁
市民相談室

相談担当者：司法書士、土地家屋調査士

相続・登記・財産管理・多重
債務・土地の境界について

消費生活相談

悪質商法などの消費トラブル

毎週月〜金曜日

9:00 〜 17:00

クレジット会社やサラ金の
借入・連帯保証など金銭問題

３月12日（月）
３月26日（月）

13:30 〜 16:00

３月21日（水）

13:00 〜 15:00

相談担当者：消費生活相談員、担当職員

クレ・サラ相談（予約制・先着５人）
相談担当者：弁護士

行政・市民くらしの相談
相談担当者：行政相談委員、人権擁護委員

女性なんでも相談
相談担当者：専門相談員

行政相談、人権相談、日常生活
の困りごと

各市民センター

パトリア５階
毎月第１〜第４
フォーラム七尾 火・金・土曜日

13:00 〜 17:00

結婚に関する相談

ミナ．クル３階
あい・あい・あい内

毎週水・土曜日

17:30 〜 19:30

養育・家庭生活・DV など

ミナ．クル２階
第１相談室、
各市民センター

毎週月〜金曜日

9:00 〜 17:00

毎週月〜金曜日

13:00 〜 16:00

女性の悩み・ＤＶなど
（電話相談有り☎ 52-7830）

ミナ．クル２階 子育て支援課 ☎ 53-8419

結婚相談
相談担当者：七尾市認定結婚相談員（縁結び ist）

児童・ひとり親・女性相談
相談担当者：担当職員

親と子のなんでも電話相談室

親と子のなんでも電話
相談室（オアシスライン）

☎ 52-0783
対象：小中高校生およびその保護者
内容：悩んでいること、困っていること
などなんでも

―

有料広告欄
広報ななお
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休 日 医 療 情 報
HOLIDAY MEDICAL INFORMATION

健康推進課

編集後記
３月は別れの季節。長年お世
話になった先輩たちが３月末で
退職される。送別の席では「た
くさんの市民の皆さんや職場の
仲間に支えられ、この仕事を務
めさせていただいた。感謝に尽
きる」との言葉。当たり前の言
葉かもしれないが、その重みは
本人にしかわからないもの。と
きには厳しく叱られ、ときには
笑顔で励まされた「仲間」との
残された日々を、存分に楽しみ
たい。（寺田）
刻一刻と能登和倉万葉の里マ
ラソンが近づいてくる！先月号
に も 書 い た が、 取 材 を し な が
ら走る予定。しかし、完走でき
るのか？！毎年完走はしている
が、今年は本当に準備不足。ど
うしようと思いながらも日だけ
が進んでいく。今は、もうどう
にでもなれっと「やけのやん八」
状態！あとは、体調管理と当日
の晴天を願い、そして、皆さん
からランナーへの声援を力にが
んばるぞ！（汗）( 高木 )
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☎ 53-3623

七尾市休日当番医

検索

２月15日現在

休日歯科当番医
休日在宅当番医 小児休日当番医
休日当番薬局
9：00 〜 12：00 9：00 〜 12：00( 開局時間） 9：00 〜 12：00 9：00 〜 12：00

3月11日
（日）

マツモト歯科医院 小丸山台あおぞら薬局
☎ 53-4180
℻ 52-9890

3月18日
（日）

室木歯科口腔外科医院 さくら薬局七尾店
☎ 66-0489
℻ 52-9381

3月20日
（火）

三井歯科クリニック 中山薬局パトリア店
☎ 68-6877
℻ 54-0738

3月25日
（日）

さき川歯科医院 日本調剤小丸山薬局
☎ 68-3838
℻ 52-7818

4月1日
（日）

田鶴浜歯科医院
☎ 68-6101

さくら調剤薬局
℻ 53-5583

4月8日
（日）

木山歯科医院
☎ 66-1878

クスリのアオキ小島薬局
℻ 52-2721

みばやし眼科
☎ 54-0384
かじ内科クリニック
☎ 76-0002
清水眼科医院
☎ 52-6383
さはらファミリークリニック
☎ 62-3765
三林内科 ･ 胃腸内科医院
☎ 54-0350
おくむら内科胃腸科医院
☎ 57-0753
山田産婦人科医院
☎ 52-3035
村田医院
☎ 66-0017
耳鼻咽喉科麻酔科中村医院
☎ 53-8688
森クリニック
☎ 54-8688
桑原母と子クリニック
☎ 52-4103
高沢内科医院
☎ 66-0007

桜井小児科医院
☎ 53-3355
さはらファミリー
クリニック
☎ 62-3765
恵寿総合病院
☎ 52-3211
やまざきクリニック
☎ 53-4976
公立能登総合病院
☎ 52-6611
恵寿総合病院
☎ 52-3211

休日当番薬局
（土）
３月10日
（土）
はせがわ薬局
℻ 76-2160

３月17日
（土）
３月24日(土)
３月31日(土)
七尾らいふ薬局 ふじはしまち薬局 シメノドラック七尾西薬局
℻ 52-3507
℻ 57-5363
℻ 52-8356

※当番薬局へ行く場合は、事前に電話連絡（各店共通携帯電話 090-1310-3909）をしてください。
また、開局時間以外も対応しますので、事前に電話連絡をしてください。

４月７日(土)
ななお調剤薬局
℻ 52-8155

市長コラム

「松井久子の
生きる力」
松井久子
六耀社

「 奇跡のむらの物語
１０００人の子どもが
限界集落を救う！」
コシノヒロコ
マガジンハウス

「 隠し事」
羽田圭介
河出書房新社

「ダーティ・ママ、
ハリウッドへ行く！」
秦 建日子
河出書房新社

「震災と情報

あのとき何が伝わったか」
徳田雄洋／岩波書店

「超訳越登賀三州志」
富田景周／能登印刷出版部

「ゆみに町ガイドブック」
西崎

「宇宙から学ぶ

憲／河出書房新社

ユニバソロジのすすめ」
毛利 衛／岩波書店

「毎日が大河」
田渕久美子／幻冬舎

「本を読む仲間の集い」講演会
■日

時

■会
■講

場
師

■演

３月１７日（土）

入場無料

13：30 〜 15：30
七尾サンライフプラザ２階 視聴覚室
輪島市立図書館読書会
会長 藤平 朝雄 氏
題 「夢は枯野を」 −文学散歩50歩−

中央図書館

☎53−0583

本府中図書館

☎53−3662

田鶴浜図書館

☎68−6785

中島図書館

☎66−8000

※七尾市立図書館のホームページでは、各図書館
の最新情報が見られます。また、全図書館の蔵書
検索もできます。ぜひご利用ください。
七尾市立図書館

検索

素晴らしい
『ふるさと』

ようやく陽ざしが春らしくなってきた。雪
の下の地面から顔を出している新芽を見つ
けると旧友に会うったようにうれしくなり、
元気が出る。
「 久しぶりだな、あの雪の下で、
よく頑張ったなあ」と新たな出会いを喜ぶ。
新しい生命が、活動を始める３月は、希
望の春である。人間にとっても、子どもた
七尾市長
ちや若者が進学や就職で親離れをし、新し
い世界へと巣立つ別れのときである。限り
ない愛情を注ぎ、手塩にかけて育てた若者が、ふるさとを離れる
ことは、祝福すべき旅立ちではあるが心配も多い。
都会で学んだ若者が田舎へ帰ってくれるだろうか。就職が決
まったことはうれしいが、そのままずっと県外に住み続ければ、
家の跡継ぎはどうなるのだろうか。保護者の方々の心配は、七尾
市全体の心配でもある。子どもが増えず、年老いた者が残された
高齢者集落（限界集落）が増えていく。
「立派に育てた若者が、親
もふるさとも捨てて、都会に行ってしまう」ようになっている。
新しい世界で自分を磨き、能力を高めた若者よ、その蓄えた力
や人脈をぜひともふるさとのために、親のために活かしてほしい
ものだ。
「鮭」が、生まれた母なる川に遡上するように、ふるさとに戻り、
ふるさとのために働いてくれることを期待している。小さいとき
から七尾の伝統や祭りを体験し、自然の中で生活した子どもたち
は、七尾に愛着と誇りを持って育ったことと思う。
そんな環境で育った若者がふるさとで働きたい、ふるさとのた
めに役に立ちたいと思ってはいても、地元で仕事が見つからない。
「仕方なく都会に就職する」と言われる。それも理由の一つでは
あろうが、親自身が子どもを育てる間に「地域のため家のために
七尾へ戻ってくるんだぞ」と、もっと強く、その思いを刷り込ん
でおくべきではなかったかと思う。
（他人事ではない、私自身の思
いである）
七尾は素晴らしいところだ。人情も厚いし、食べ物もおいしい。
生活もしやすいし、子育てにも良い環境だ。
毎年3月・4月は県外への転出が増え、人口減少に歯止めがかか
らない。大きな夢や希望を持って、旅立つ若者の足を引っ張るつ
もりはないが、親として今一度、子どもたちにふるさとを忘れる
なと伝えてほしいと思う。
『老いの繰り言…』
市長へのメール
「前略、市長さん」
（http://www.city.nanao.lg.jp/shicho/）
では、
市民の皆さんから市長へのご意見・ご質問などをお待ちしています。

市長談話室

市政への思いやアイデアを
お聞かせください！

①まちづくりに関すること、②生活環境に関することなど
前向きなアイデアをお聞かせください。
（個人・グループどち
らでも可。１組30分以内）
●３月26日
（月）15：00 〜 17：00
会場：能登島市民センター １階 応接室
●４月10日
（火）15：00 〜 17：00
会場：七尾市役所 202会議室
※申し込みは１週間前まで（公務により中止になる場合があります）

広報広聴課 ☎53−8423
広報ななお
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ハンス・フィッシャーの世界展
父からわが子へ、そして世界中の子どもたちへの贈り物

4月15日
（日）
まで開催中

休

会期中無

■開館時間

版画家・舞台美術家として活動したフィッ
シャーの絵本作家デビューは、わが子へ贈っ
た手描き絵本でした。手描き絵本・原画など
の絵本作品に壁画原案や版画、色鉛筆画など
を加え紹介します。

９：00 〜 17:00
（入館は16：30まで）

■観 覧 料 一 般 700円
大高生 350円
※中学生以下無料

★アニメ上映会『こねこのぴっち』
【入場無料】

★ともだちぬりえ
【要観覧料】

★お父さん、コーヒーをどうぞ

４月１日
（日）
①14:00 〜 14:40

３/10(土)・11(日)・24(土)・25(日)
①10:00 〜 12:00 ②14:00 〜 16:00

会期中、大学生以下のお子さんと来館され、観覧券
を購入されたお父さんに、コーヒー１杯をプレゼ
ント。受付で「イクメンです」とお申し出ください。

②15:00 〜 15:40
七尾美術館

☎ 53-1500

検索

画像：
『ブレーメンのおんがくたい』
『たんじょうび』
『こねこのぴっち』
『長ぐつをはいたねこ』より

春休みクイズ

こういう作品あるのかな？
開館20周年記念「こういう作品あるんです〜 20年のあゆみ〜」展
【４月22日まで開催中、休館日：３月21日（水）】のガラス作品がク
イズになっています。クイズで作品を楽しく見てみませんか？

学芸員とめぐるクイズラリー

３月20日（火）
・25日（日）
・31日（土）

歌舞伎「あんまと泥棒」
出演 菊月菊千壽、千川貴楽、花柳寿美蔵
歌舞伎の舞台裏に触れるスペシャル企画
第１部 解説付き実演「助六のできるまで」
第２部 歌舞伎舞踊「助六」
第３部 歌舞伎「あんまと泥棒」
■日

時

■開館時間 9:00 〜 16:30（入館は16:00まで）
■観 覧 料 一般８00円※中学生以下無料

能登島ガラス美術館

14：00
18：30

■入場料 全席指定一般
高校生以下

「触れて遊んで・今うわさの透明展」開催中！

☎ 84-1175

5月23日（水）
昼公演
夜公演

14：00〜（※申込不要）

4,000円
2,000円

（当日500円増し・未就学児入場不可）

検索

（公財）演劇のまち振興事業団
☎ 66-2323
能登演劇堂

検索

自主上映会
映画
「ツレがうつになりまして」上映！
■日時

３月10日（土）

ももいろラン展

①14：00 〜
②19：00 〜

まで
４月25日（水）

11日（日）

開催中

①10：00 〜
②14：00 〜

■料金

大人
1,000円
高校生以下 500円

☎ 68-2277
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出演：宮崎あおい、堺雅人ほか

サンビーム日和ヶ丘

検索

春らしく桃色のランを
集めて展示します。
☎ 54-0300

のと蘭ノ国

検索

小さな絵本美術館蔵

地元漁師の人たちと魚さばき体験
〜いきいき七尾魚の調理に挑戦〜
早朝に地元の漁師さんたちが獲った魚を使い、漁師さん自らが先生になり、
子どもたちに魚の調理方法を教える教室が行われた。メニューはイカ飯とア
ジの刺身。
子どもたちは「イカ飯は簡単にできたけど、アジの刺身はグチャグチャに
なった」と悪戦苦闘。
あまり触れることがない生の魚を調理した子どもたちは「家でもやってみ
る」とこの体験を活かす言葉が聞こえ、漁師さんからは笑みがこぼれた。

アジでもおっきいねぇ！

地元漁師さんからのアドバイス！

２月２日（木）
有磯小学校

なかなかうまくいかないなぁ。
なかなかうまくいかないなぁ

牡蠣の収穫体験とクッキング
1月28日
（土）
中島健康福祉
センター
すこやか

〜初体験にワァッー〜
主催したＮＰＯ法人ぽっかぽかが、七尾市に在住する外国人や市民に、
地元の食材を「収穫・料理・食べる」体験を実施。これは、地産地消の普
及を目的に企画したもの。外国人12人を交えた参加者は、楽しいひととき
を過ごした。ロウ・コウメさん（中国）は「カキむき体験もカキピザを作
るのも初めて。驚きの連続でした」と話した。この企画が目的を達成した
ことはもちろんのこと、国籍を問わず、七尾市に住む市民の輪の広がりを
実感した。

delicious!

ウヮー！できたっ！

うまくできたよね！ .

能登かきを使って料理中！

広報ななお
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市内で行われた活動やイベントを紹介します

第
今年で45回目を数える歴史ある七尾市子ども会連合
会卓球大会。体育館は非常に冷え込んでいるものの、会
場では熱い試合が繰り広げられていた。
また、世界で活躍する松平兄弟（七尾市出身）が世界
大会などで獲得したトロフィーが飾られ、それを見た子
どもたちは刺激を受けていた。個人戦に参加した子ども
たちは140人。団体戦は21団体が参加。松平兄弟のよう
な選手がこの中から誕生することを期待したい。

２月３日（金）：ななみの里（石崎町）

節分の日が誕生日の川上さん。家族や入所者、職員の
人たちに囲まれ、和やかな誕生会が開かれた。職員から、
「みんな、はつさんのお祝いに来たよ」と話すと「ほんと
やねー、ありがとう」と恥ずかしそうに感謝を述べた。
95歳ごろまで農作業をしていた川上さん。長男の川上
善信さんは「仕事一筋。薬草を栽培して食べていたのが
長生きの秘訣だと思う」と母親との思い出を話してくれた。

NANAO 2012.3

００歳誕生日おめでとうございます
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〜西崎まついさん〜

００歳誕生日おめでとうございます

〜佐味重隆さん〜
100歳の誕生日を迎えた今でも、一人で生活をしている
元気な佐味さん。
週に３回通っているデイサービスセンター
で、施設職員や利用者など、多くの人から祝福をされた。
佐味さんは「100歳を迎えることができたのは、家族や
周りのみんなの助けがあってこそ。本当にありがたい」と
周囲の人に感謝する気持ちは忘れない。まだまだお元気
な佐味さん。これからもお元気でいてください。

００歳誕生日おめでとうございます

1

1

２月15日
（水）
：あっとほーむウエスト
（古屋敷町）

回七尾市子ども会連合会卓球大会

1月29日
（日）
：七尾総合市民体育館

〜川上はつさん〜

青少年の国際交流に役立てて

〜姥浦さんが市国際交流協会へ寄附〜

２月６日（月）：市長応接室

「将来を担う青少年の国際交流のために役立ててほしい」
と、姥浦昭二さん（古府町、71歳）から七尾市国際交流
協会へ約1,500ドル（日本円で117,000円）が贈られた。平
成13年２月６日から年約1,000ドルを寄附され、今年で12
回目となった。寄附金は、平成22年度に創設した「770（な
なお）青少年国際交流支援金」の一部として活用され、
姉妹都市に派遣される市内の小中学生に一人7,700円が贈
呈されている。

〜子どもたちの熱戦が繰り広げられる〜

「市民が主役のまちづくり」を目標に、平成22年11月か
ら「七尾市まちづくり基本条例をつくる市民会議」を設
けて議論を重ねてきた内容の最終提言がまとまり、七
尾市まちづくり基本条例をつくる市民会議の南委員長
から武元市長へと手渡された。今後は、平成24年３月
開催予定の七尾市議会へ条例案として提出され、可決さ
れれば24年４月に公布、同年９月からの施行を目指す。
また、各町会や各種団体に向けた説明会を行う予定。

七尾市まちづくり基本条例案
〜最終提言まとまる〜

1月30日
（月）：七尾市役所

45

1

２月1
２月
13日（月）
：のとじま悠々ホーム（能登島半浦町）

普段は車いすやソファーに座って過ごす時間が多いも
のの、食事はほとんど残さず、決まった時間に自分で食
べるという健康ぶり。誕生会では、職員と入所者からハッ
ピーバースデイの歌と誕生ケーキが贈られ、手拍子をした
り、ニコニコと笑ったりと楽しんでいた。家業だった行商
を若い頃から手伝い、40歳頃に開いた魚屋をだんなさん
と一緒にきりもり。
「石崎の男の人にまざって商売に一生
懸命でした」と、娘の西崎清香さん（石崎町）は話した。
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会場：あえの風駐車場
（和倉温泉）
内容：会場では
『能登かき』
を炭火焼きで食べられるコーナー
をはじめ、
特産品ブースが並びます。

ρϋΣϋΈޗ

ˏ21Ȫാȫ

13:00 〜 14:30

ミズノランニング教室 講師：ミズノランニングクラブメンバー
会場：和倉温泉観光会館大ホール
内容：ランニング講座、
実技指導、
シューズ講習会など
15:00 〜 16:00 ピラティス教室 講師：市河麻由美さん
会場：和倉温泉観光会館大ホール
内容：ピラティスとは、
身体の奥深い筋肉を鍛えるトレーニングです。

能登和倉万葉の里マラソン

観光交流課

検 索

☎53−8436

５歳以下のお子さんを募集中！
掲載を希望される人は、広報広聴課（53―8423）までお気軽にご連絡ください。

ピアノ大好き ♥

♥

ごはん大好き♪

パパ大好き

TEL.0767-53-8423 Eメール koho@city.nanao.lg.jp
FAX.0767-52-2812 ホームページアドレス http://www.city.nanao.lg.jp/

西村 彩千華 ちゃん

石岡 壱成 くん

平成20年１月生まれ
（父 宏治 ・ 母 雅美） 万行町

平成23年６月生まれ
（父 秀一・ 母 由理香）能登島向田町

甘えん坊のいっちゃんだけど、明るく元
気いっぱいの笑顔が大好きです。これ
からもお兄ちゃんと仲良くしてね。

生まれた時はちっちゃくて、きゃしゃな壱
成。よく食べ、よく飲み、よく寝て、今では
こんなに大成長(笑)。そんなところが家族
の癒しです。甘えん坊でいつもニコニコ
の壱成がわが家のアイドルです☆

山口

もえ ちゃん

平成21年６月生まれ
（父 雅章 ・ 母 恵） 矢田町
手のひらサイズで生まれてきてから２
年半。とってもとっても大きくなった
ね。これからもたくさんのことを見て、
聞いて、感じて、もえのペースで歩んで
いこうね♥

