ここでの思い出を胸に
私たちは歩み続けます
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作詞

梶井幸代

作曲

中村外治

青き潮を 抱くしま
空に七色 虹のはし
ここふるさとの 能登島に
夢を育む 少年われら
広き世界に 羽ばたかん
高き望みに 勤しまん
かの万葉の 昔より
神さび立ちし 島山に
師弟の縁 結ばれし
愛と知恵との み教えを
忘れずつねに 学ばなん
弛まず身をば 鍛えなん
島のま中に そびえ立つ
三洲台の 学び舎に
三年の日々を 睦びつつ
迷い悩みし 友垣と
明日の日本を 担わなん
島の未来を 拓かなん

その役目を終え、静かにたたずむ校旗

能登島中学校

校歌

年間の歴史に幕

44
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（右下）参加した同窓生の皆さん

（左上）校旗を返納する清水穣校長

（左下）あいさつをする桂撤男閉校記念事業実行委員長

最 後の朝。 早 朝から 降 り 続いた 雨が
止み、 雨 雲の隙 間から 差し 込むまばゆ
い光が、 能 登 島 中 学 校の校 舎を 照らし
ていた。
続々と同窓生や関係者が能登島中学
校に詰めかけた。 閉 校 式の前、 久しぶ
りに入る学び舎に、昔の思い出を思い浮
かべながら 校 舎 を 巡る 同 窓 生。 教 室の
机や黒板などを見る同窓生は、閉校す
る学び舎を 見て、どう 感じたのだろう
か。
閉 校 記 念 式 典には、 生 徒や 同 窓 生、
来賓や先生など、約 人が参加。厳か
な雰囲気で式が進行した。
開式から国歌斉唱が終わり、来賓の
あいさつが続 く。 桂 撤 男 閉 校 記 念 事 業
実行委員長からは 「とうとう閉校する
日が来ました。 感 慨 深く 感じるところ
です。思い起こせば、東島村、中乃島、
西 島 村があ りましたが、 昭 和 年２月
に能登島町が誕生。合併から約 年後、
町立の３中学校を統合しようと機運が
高まり、能登島中学校が誕生し、新校
舎を 建 設することにな り ました。 国か
ら離島支援として最大限に援助しても
らい、 学 校の造 成や 整 地には 陸 上 自 衛
隊の支援を受け、大型ブルドーザーで造
成したことを憶えています。この校舎も
250

10

責務を果たし、次は能登香島中学校で
新たに始ま ります。 次の学び舎も 今ま
で以 上に健 全なる心 身の鍛 錬の場とし
て能 登 島の子どもたちを 送 り 上げたい
と 思います 」 と 述べた。 最 後の校 長と
なった清 水 穣 校 長は 「 年の歴 史に幕
を 閉じ、 能 登 島から 中 学 校の姿が消え
ることは 寂し く、 愛 惜の念に堪えませ
ん。この１年は 生 徒の自 信と 向 上 心を
高めることを 最 重 点目 標として取 り 組
んでき まし た。 合 言 葉は 「一歩 前 進！
能登島スピリット」です。生徒は今、さ
らなる前進を求め、能登島スピリットを
胸に、飛び立とうとしています。次のス
テージでのさら なる 飛 躍 を 目 指して 活
躍することを期待します」 と沈痛の思
いを 述べ、これからの生 徒たちにエール
を送った。
続いて能登島のいろいろな人たちが携
わって制作した閉校記念モニュメントの除
幕が行われ、 年 間の 歴 史が形 と なっ
て現れた。
終わ りに近づき、 参 加 者 全 員で学び
舎での最 後の校 歌を 万 感の思いで斉 唱
した。
そして、 最 後のときを 迎えた。 清 水
校長が校旗を三浦教育長に返納。 年
の歴史に終止符が打たれた。

44
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30

能登島中学校から巣立った２，８２４人
さ ま ざ ま な 想いが 巡 る 中 での閉 校 式

（右上）閉校記念で製作したモニュメント

44
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44年間の歴史
昭和43年４月１日

町立３中学校統合により能登島中学校発足

昭和45年６月１日

新校舎落成式

昭和46年11月１日

二穴、日出ヶ島

昭和48年２月５日

部活動生徒のための専用バス運行

昭和55年３月10日

能登島中学校相撲場完成

昭和57年４月３日

能登島大橋開通

昭和61年７月10日

校舎、体育館の大規模改修工事竣工

平成３年11月～12月

災害復旧工事（校舎・体育館の屋根・体育館床）

平成４年７月～８月

多目的教室、パソコン教室改修設置

平成９年10月30日

創立30周年記念式典

平成14年11月26日

石川県ＰＴＡ連合会総会、教育長表彰

平成15年11月19日

優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰受賞（団体の部）

平成16年10月１日

市町村合併に伴い七尾市立能登島中学校と改称

平成24年３月25日

「七尾市立能登島中学校閉校記念式典」の開催

平成24年３月31日

七尾市立能登島中学校閉校

昭和53年度

平成５年度

平成17年度

スクールバス運行

昭和44年度

昭和50年度

昭和57年度

昭和62年度

平成14年度
平成12年度

平成20年度

平成23年度

能登島中学校の
歴史と伝統は永遠に

教 育 環 境の変 化や避けては
通れない少 子 化の問 題 などが
あ り、 中 学 校 再 編 計 画に基づ
き、能登島中学校は 年間の
歴史に幕を閉じた。
発足した当時、能登島中学
校がな く なることを、 誰が想
像できただろうか。 半 世 紀 近
い歴史と伝統は、能登島地域
に大きな影響を与え、能登島
中学校は地域の礎の一つとなっ
ていた。
この 礎がな く なった 今、 必
要とするものは、能登島地域
の 人 た ち、 そして２， ８２４
人の 卒 業 生たちが、これから
の子どもたちに能登島中学校
の歴史と伝統を語り継ぎ、永
遠のものとしなければならな
いのでは。
これまでの歴史を心のページ
に記し、 新たな 歴 史の幕 開け
である。
44
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雨上がりに架かる虹

校舎の どの窓からも見えた ふるさとの優しい海や山
四季折々に変化する空の色 雲の影
この学び舎で過ごした日々は 私たちの誇り

ともに育った学校 この学校での思い出を ずっと忘れないでいよう
ここでの思い出を胸に 私たちは歩み続けます

ありがとう そして さらば

能登島中学校

NANAO 2012.5

5

お答えします
皆さんの疑問に職員が

なるほど
なっとく

市政講座

皆さんが集まる場所に職員が出向き、市の取り組みなどをご理解いただくための講座を
開催します。今年度は７分野55項目を用意しましたので、お気軽にお申し込みください。
分野 番号

テ

ー

マ

市
政

１ 市の台所事情
２ 七尾市のお金の流れ
監査のしくみ
３
～チェックします市の仕事～

内

容

担

当

決算や財政指標などから見える市の財政状況とは
公金出納の流れとは

企画財政課
会計課

監査制度の概要と監査委員の業務とは

監査委員事務局

４ 七尾市の将来ビジョン
第１次七尾市総合計画とは
広げよう！「市民のねがい」は
5
「市民のねがい―七尾市民憲章―」とは
みんなのねがい

企画財政課
市民のねがい推進協議会

まちづくり

6 「まちづくり基本条例」とは？ 「まちづくり基本条例」に込められた想いや条例の内容とは
地域づくり協働推進室
地域で進める
地域課題にどう取り組むか（地域づくり協議会の設置範囲や地域づく
7
地域づくり協働推進室
「協働のまちづくり」意見交換会 り協議会の活動紹介、意見交換）

くらしと環境・安全

8 男女共同参画の社会づくり
9 七尾の未来を開く道づくり
10 都市計画ってなあに？

男女共同参画とは
能越自動車道の概要とは（現状の整備状況、整備効果など）
都市計画法の諸制度とそれらを活かしたまちづくりとは

男女共同参画室
能越道建設推進室
都市建築課

11 つくろう！美しい七尾

魅力ある都市景観を求めて、良い景観を守り、創り、邪魔なものをつ
都市建築課
くらないよう､ みんなで約束事を決めましょう

12 くらしと税金

税の申告、今年の改正点、市税のあらまし

税務課

知っておきたい
13
土地と建物の税金

土地や建物の固定資産税はどのようにして決まるのか

税務課

14 やってみよう！ごみ分別
15 身近な環境を学ぼう！

ごみの分別の仕方や減量のヒントは
大気、水質などの環境の現状は

環境安全課
環境安全課

16

地域福祉ネットワーク・
自主防災組織

福祉課
住民同士のつながりを活かし、いつ発生するかわからない災害に備え
環境安全課
る
社会福祉協議会

17

やってみよう！
アナウンサー体験

アナウンサーの体験、ケーブルテレビの自主放送番組の制作現場の見
ケーブルテレビ推進室
学をしてみませんか
（情報センター）

18 快適な住まいづくりのすすめ

耐震改修、バリアフリー、省エネ対策など安全・安心・快適な住まい
都市建築課
づくりとは

19 上下水道のしくみ

上水道浄水場、下水処理場の見学ほか整備状況

上下水道課

悪質商法にだまされない！
20
～かしこい消費生活～

消費生活トラブルの事例紹介、被害にあわないためのポイントは

七尾市消費生活センター

「こころ（障害のある人）」と「こころ（障害のない人）」がふれあう
壁のない環境づくりを座談会形式で考える
22 地域福祉を考えよう！
安心して暮らせる福祉のまちづくりとは
ファミリーサポートセンターなどの保育サービス紹介
23 みんなでつながる子育て支援
乳幼児の育ちとふれあいあそび、育児相談など
24 離乳食づくり・きほんの「き」 離乳食の作り方（材料費要）、個別食事相談など
25 みんなで支える介護保険
介護保険の現状、介護保険サービス利用方法など
26 国民健康保険のしくみ
国民健康保険制度とは
27 後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度とは
28 毎年、健診を受けていますか
特定健診・後期高齢者健康診査とは
29 脳を育てる生活リズム
子どもの成長を支える生活リズムとは
大切な歯 育てて守る
30
子どものむし歯の実態と予防方法は
歯っピータイム
21 こころのバリアフリーって何？

福祉と健康

31 ストップ！ザ・糖尿病

福祉課
福祉課
子育て支援課
子育て支援課
保険課
保険課
保険課
保険課
健康推進課
健康推進課

国民病とも言われる糖尿病の正しい知識、糖尿病予防のための正しい
健康推進課
食生活とは

32 歯っピーライフ♪８０２０
ななお市民 検診受診
33
大作戦★

むし歯や歯周疾患の予防、入れ歯の手入れなど正しい口腔ケアとは

健康推進課

がん検診や特定健診の必要性、特定健診の結果と生活習慣の関係は

健康推進課

34 気軽に福祉体験
介護予防
35
～地域でいきいき生活～

高齢者や障害者への理解を深め、支援の方法を学ぶ

七尾市社会福祉協議会

認知症の寸劇、健康体操など

七尾市地域包括支援
センター
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分野 番号

ー

内

容

担

当

観光と産業
教育・

市内中小企業向け融資制度とは
七尾港の利用促進と整備計画とは
内発型産業の振興、産業人材の育成とは
集落の維持は農業の担い手づくりから（人・農地プラン）
七尾で行われている漁業や水揚げされている水産物とは
観光のお仕事とは

産業振興課
産業振興課
産業振興課
農林水産課
農林水産課
観光交流課

42

うきうき、わくわく
能登島はすばらしい

能登島観光の現状と交流人口の増加策とは

能登島観光対策室

43 ふるさと再発見

身近に残る貴重な市内文化財を紹介

文化課

「市史」から読む
44
七尾の歴史と文化

七尾の歴史を「新修七尾市史」などから紹介

市史編さん室

45 美術館へ行こう
46 郷土の誇り 長谷川等伯

美術館の展覧会や収蔵品などを紹介（要観覧料）
長谷川等伯および長谷川派の作品とその魅力紹介

七尾美術館
七尾美術館

文化・
スポーツ

47

美術館を楽しもう！
ガラ美のギャラリートーク

学芸員による館内案内。ガラス作品の見方から展覧会の裏話までガラ
能登島ガラス美術館
ス美術館の見どころを楽しく紹介（要観覧料）

48

冬はガラス美術館で！
かんたんガラス工芸体験

冬期限定！ガラス美術館で簡単なガラス工芸体験（要体験料・観覧料、
能登島ガラス美術館
実施期間12 ～ 2月）

49 心ゆたかな子どもを育てるには
50 スポーツを楽しもう
51 公民館活動に参加しませんか！

家庭、学校、地域が連携した取り組みとは
総合型地域スポーツクラブとは
地域の特色を活かした公民館活動の紹介

子ども教育課
生涯学習スポーツ課
生涯学習スポーツ課

実際の映写機に触れて、映写機のしくみや操作方法を学ぶ
※開催日指定（サンビーム日和ヶ丘）

生涯学習スポーツ課

53 増やそう！本大好きっ子

お話会や子どもの本の読み聞かせ活動を紹介

中央図書館

54 異文化を知って理解しよう！
55 なんでも自由テーマ

国際交流員の出身国の文化・言葉などを紹介。違いを楽しみませんか？ 市民男女協働課
ご希望のテーマに合わせて職員を手配します

映画上映は、
こうやって行われる

30

申込方法

21

開催を希望される日の３週間前まで
に、所定の申込書でお申し込みくださ
い。希望日時は、第３希望までお書き
ください。
希 望 テ ー マ を 担 当 す る 課 と 調 整 し、
開催日時をご案内します。

■開催日時や所要時間は？
平日はもちろん、土・日・祝日や夜
間（原則 時まで）でもお申し込みで
きます。所要時間は１時間～１時間
分程度です。

NANAO 2012.5
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■費用はかかるの？
職員の派遣費用は不要ですが、会場
は 申 込 団 体 で ご 用 意 く だ さ い。（ 借 上
費用が必要な場合はご負担ください）

52

■誰でも利用できるの？
おおむね 人以上のグループ（町会
や各種団体など）ならどなたでも利用
で き ま す。（ 営 利 目 的 や 政 治・ 宗 教 団
体は不可）

■その他
申 込 書 と 内 容 を 掲 載 し た チ ラ シ は、
左記窓口または市ホームページに掲載
してあります。
・
広報広聴課 広聴・情報公開係
☎ ―８４２３
―２８１２

53

7

マ

中小企業の経営支援について
七尾港の役割
七尾から始まる元気物語
集落営農について
七尾の漁業について
七尾市の観光のお仕事について

52

その他

テ

36
37
38
39
40
41

した」と七尾市の第一印象も
上々。
「これからは、たくさんの市
民と出会い、金泉市のことを
知ってもらい、七尾市のこと
もたくさん教えてもらいたい。
一生懸命交流をしたいと思い
ます」と力強い言葉でこれか
らの抱負を語った。
キムさんは、来年３月まで
七尾市役所に勤務する。

大韓民国金泉市派遣職員

「私には、大学時代に日本の
ことに関心を持つようになり、
チャンスがあれば日本で生活
をし、日本のことや日本人の
ことを知りたいという夢があ
りました。夢が叶い、これか
ら七尾での生活にがんばりた
いです」と期待を膨らませて
話した。
七尾市の印象を訪ねると
「と
ても街がきれいで、静かな感
じ。城山からの景色は最高で

金泉市のことを知ってもらい、
七尾市のこともたくさん教えてもらいたい

キム・ヒョンジュ

7 年ぶりに再開！
金賢珠さん

交流が長く続くように、

七尾市役所派遣職員

野崎長志さん

～これまでの相互交流～
１ ９ ９ ９ 年 に 始 ま り、
七尾市から３人の職員
を 派 遣。 金 泉 市 か ら は
４ 人 の 職 員 を 受 け 入 れ。
２００６年に中断し、７
年ぶりに再開。

びに来てください」と市民へ
のメッセージを残して金泉市
へと旅立った。
野崎さんも来年３月まで金
泉市役所で勤務する。

両市の架け橋となってがんばりたい

「派遣職員に志願した理由
は、先輩たちが金泉市との中
学生交流や職員交流で活躍す
る姿を見て、自分も七尾市の
国際交流に携わりたいと思っ
たのがきっかけです」と野崎
さんは、これまで金泉市との
交流に積極的に携わってき
た。
「７年ぶりに相互交流が始
まり、交流が長く続くように、
両市の架け橋となってがんば
りたいと思います。七尾市民
の皆さん、ぜひ、金泉市に遊

し

ざ き ちょう

の

ひ
と
・
ヒ
ト
・
人

七尾市・金泉市相互職員交流
～この 2 人が両国・両都市の架け橋に～
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月

火

水

5月7日㈪～6月10日㈰

木

金

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

4

5

6

7

◦市民バレーボール
の集い春季大会参
加チーム申込締切
日
問七尾市バレー
ボール協会
☎080-3043-4060

◦七尾市国民健康保
険運営協議会委員
申込締切日
問保険課
☎53-8420

◦歌舞伎
「あんまと泥棒」
問能登演劇堂
☎66-2323

◦災害ボランティア
コーディネーター
養成研修会申込締
切日
問石川県県民交流課
☎076-225-1365
石川県NPO活動支
援センター
☎076-223-9558

土

11

◦ゆーりんピック
2012美術工芸展
（5月20日まで）
問福祉課
☎53-8463
◦消費者と農業者との
交流会（親子田植え
体験）申込締切日
問中能登農林総合事務所
☎52-5522

日

◦サンビーム日和ヶ丘 ◦ な か じ ま に ぎ わ い
自主上映「怪物くん 2D」
マーケット
（5月13日まで）
問なかじまにぎわいプ
問サンビーム日和ヶ丘
ロジェクト
☎68-2277
☎66-1111
◦第43回図書館友の会 ◦等伯子ども写生大
総会記念講演
会表彰式
問中央図書館
問生涯学習スポー
☎53-0583
ツ課
☎53-3661

12

◦ゆーりんピック
2012スポーツ・
文化交流大会
問福祉課
☎53-8463

18

19

25

26

◦能登よさこい祭り
（6月3日まで）
問和倉温泉観光協会
☎62-1555

1

6/

◦第68回現代美術展
七尾展
（～ 7月1日）
問石川県七尾美術館
☎53-1500

8

◦消費者と農業者と
の交流会（親子田
植え体験）
問中能登農林総合
事務所
☎52-5522
◦能登よさこい祭り
（6月3日まで）
問和倉温泉観光協会
☎62-1555

2

9

◦市民バレーボール
の集い春季大会
問七尾市バレー
ボール協会
☎080-3043-4060

◦第12回石川県障害
者スポーツ大会
問福祉課
☎53-8464
◦アメとガラスの華
麗なる共演
～テーマは海～
問能登島ガラス美術館
☎84-1175
◦歯科健康
フェスティバル
問健康推進課
☎53-3623
◦能登よさこい祭り
問和倉温泉観光協会
☎62-1555

◦第15回YAYAフェスタ
inやたごう
問矢田郷公民館
☎52-5240
◦のとじまガラススタイル
「フレッシュハーブで
ガラス茶会」
問能登島ガラス美術館
☎84-1175

有料広告欄
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災害ボランティアコーディネーター
養成研修会開催
災害時に、災害対策ボランティ
ア現地本部で活動に関わることが
できる、災害ボランティアコー
ディネーターを養成します。
■日時 ６月23日㈯～ 24日㈰
10：00 ～ 16：30
■場所 県生涯学習センター
能登分室
（能登空港ターミナルビル）
■対象者 18歳以上の石川県在住
の人で２日間受講できる人
■定員 50人（先着順）
■講師 ＮＰＯ法人にいがた災害
ボランティアネットワーク
事務局長 李仁鉄氏
■費用 無料
■申込期限 ５月30日㈬

募集
七尾市国民健康保険
運営協議会 委員募集
国民健康保険事業の重要事項な
どを審議し、運営の適正かつ健全
化を図る目的で、国民健康保険運
営協議会委員を募集します。
■被保険者代表の委員 ４人
（国民健康保険の被保険者の人）
■公益を代表する委員 ４人
（学識経験者、各種団体の長、
またはその団体に所属する人）
■委員任期 平成24年６月１日～
平成26年５月31日
■応募期限 ５月21日㈪
※応募する際には、履歴書が必要
となります。
保険課

☎53-8420
…

石川県県民交流課
☎076-225-1365
石川県ＮＰＯ活動支援センター
☎076-223-9558
…

手話奉仕員養成講座
（基礎課程）受講者募集
入門課程で学んだ簡単なあいさ
つや自己紹介などを活かして、基
礎的な手話を学び、聴覚障害者と
コミュニケーションを深めてみま
せんか。
■日時 ６月15日㈮～12月７日㈮
19：00 ～ 21：00
（金曜日開催：全24回）
■場所 七尾サンライフプラザ
■対象 七尾市在住で手話奉仕員
入門課程を修了した人、または
入門課程修了者と同等の知識・
技術があると認められた人
■定員 20人（先着順）
■受講料 7,270円
（テキスト代含む）
七尾市社会福祉協議会
☎52-2099 FAX53-4100

消費者と農業者との交流会
（親子田植え体験）
親子がともに田植えの体験を通
じてお米の大切さとおいしさを学
んでもらうための農家との交流会
を開催します。
■日時 ６月２日㈯
９：30 ～ 13：00
■集合場所 希望の丘公園
■定員 30人（先着順）
■費用 無料
■申込期限 ５月18日㈮
中能登農林総合事務所
☎52-5522
…

市民バレーボールの集い
春季大会参加チームの募集
仲間と一緒に汗を流しませんか！
■日時 ５月20日㈰９：00 ～
■場所 城山体育館
■参加費 ５,000円（１チーム）
■申込期限 ５月14日㈪
七尾市バレーボール協会
☎080-3043-4060（岡島）

情報

ランド
と募集
今月のお知らせ

市の人口
平成24年３月31日現在
先月比較（△＝減）
世 帯 21,830世帯 （△ 14）
人 口 57,796人
（△200）
男
27,426人
（△122）
女
30,370人
（△ 78）
年齢別人口
０～ 20歳
9,929人
21～ 64歳
30,631人
65歳～
17,236人
転 出 388人
転 入 216人
出 生 27人
死 亡
57人
婚 姻 19件

納税のお知らせ
軽自動車税（全期）
納期限：５月31日㈭

今月の『税情報ななお』
今月はお休みです。

愛の献血
今月の献血はありません。
献血の詳しい情報は
石川県赤十字血液センター

今月の
ベスト
ショット

検索

氣多本宮曳山奉幣祭
ちょんこ山

広報ななお
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上下水道課からの新情報

羽咋市

＊

第25回千里浜ちびっこ駅伝
［日
［場

時］ ６月17日㈰ 9：30 ～
所］ 千里浜なぎさドライブウェイ

参加チーム募集中
［申込期限］
５月21日㈪
［参加費］
5,000円/チーム
千里浜ちびっこ駅伝実行委員会 ☎0767-22-5333
志賀町

＊

健康ウオーク
［日

時］ ６月３日㈰ 7：30 ～（受付7：00）

［場 所］ 志賀町保健福祉センター集合
［コース］
弁天島散策コース（５㎞）
［申込・参加費] 不要
『 健 康 は 歩 くこ と か
ら』をテーマに、健康
ウォークを開催します。
志賀町保健福祉センター

上下水道課

郷土史研究会記念講演会

＊

５月12日㈯ 14：00 ～
ラピア鹿島 ミューズホール
中世邑知地溝帯の荘園と村落
東四柳 史明 氏（金沢学院大学文学部教授）
無料

中能登町郷土史研究会（岩尾忠） ☎ 77-1097
宝達志水町

宝達山

＊

春のフォトコンテスト

［テ ー マ］ 宝達山の新緑
［応募規定］ プリントしたＡ４判サイズの写真
※作品は返却しません。
［申込期限］
５、６月の２カ月間

宝達志水町役場ふるさと振興室
☎0767-29-8250

11
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☎53-8430
…

☎0767-32-0339

中能登町

［日 時］
［場 所］
［演 題］
［講 師］
［参加費］

七尾処理区の一部で下水処理が
できるようになりました。宅内排
水設備の接続をお願いします。
■供用開始個所
・西藤橋町・矢田町
・大和町 ・万行町
■供用開始日 ３月29日㈭
上下水道課 ☎53-8466
平成24年度下水道工事予定個所
次の一部で下水道工事を予定し
ていますのでお知らせします。
■工事箇所
・和倉町・西藤橋町・本府中町
・大手町・大和町 ・矢田町
・万行町 ほか
※詳しい工事予定個所などはお問
い合わせください。
※七尾市ホームページでもご覧い
ただけます。
※一部変更となる場合があります
のでご了承ください。

介護タクシーをご利用
ください
高齢者や介助が必要な人が安心
して外出できるよう、市内のタク
シー事業者（石川交通㈱、丸一タク
シー㈱マリン交通）が国の支援を
活用し、介護タクシーを導入しま
した。
日常の買い物や通院、各種施設
への送迎などの負担が軽減されま
す。ぜひご利用ください。
七尾市地域公共交通協議会
（企画財政課内）☎53-1117

イベント
歯っピーライフ♪ 8020
歯科健康フェスティバルの開催
80歳までに自分の歯を20本以上
保つためには、日ごろから自分の
歯に関心を持ち、むし歯や歯周病
予防に取り組むことが大切です。
■日時 ６月３日㈰
９：00 ～ 12：00
■場所 七尾サンライフプラザ
■内容 歯科検診、歯科相談
子どものフッ素塗布など
■費用 無料
健康推進課 ☎53-3623

お知らせ
不用品活用銀行
ゆずります
スキー板５組、スキーストック２
組、革靴（24.5cm）、二段ベッド、エ
アロバイク、勉強机、イス
ゆずってください
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）、ミシン（足踏み式、電動でない
もの）、車いす
※電気製品は取扱不可
※登録期限は６カ月
※交渉の成立・不成立は必ずご連
絡ください。
環境安全課

☎53-8421
…

地域自立支援協議会
職場体験実習チャレンジワーク
就労を目指して活動している障
害者の皆さん向けに、職場体験実
習制度を立ち上げました。
どんな仕事が良いか？と不安を
抱いている人は、ご活用ください。
■協力企業 七尾市、中能登町内
の９社（４月１日現在）
さいこうえん障害者就業・
生活支援センター
☎52-0517 FAX52-0515

【
  ▼

市 民 相 談
CONSULT INFORMATION

市民男女協働課 ☎53-1112
相談の種類

主な内容

行政困りごと相談

場所

※祝日は
除きます

】

（※祝日は除きます）

相談日

時間

相談担当者：行政相談委員

国・県・市などの行政機関に
対する意見や要望など

５月21日㈪
６月４日㈪

10:00 ～ 12:00

市民くらしの相談

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

法律相談（予約制・先着5人）

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

５月18日㈮
６月１日㈮

13:00 ～ 15:30

登記相談（予約制・先着4人）

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

５月25日㈮

13:00 ～ 15:00

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・サラ相談（予約制・先着５人）

クレジット会社やサラ金の
借入・連帯保証など金銭問題

５月14日㈪
５月28日㈪

13:30 ～ 16:00

行政・市民くらしの相談

行政相談、人権相談、日常生活
の困りごと

各市民センター

５月21日㈪

13:00 ～ 15:00

パトリア５階
フォーラム七尾

毎月第１～第４
火・金・土曜日

13:00 ～ 17:00

パトリア５階
フォーラム七尾

毎週火・土曜日

17:30 ～ 19:30

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        

相談担当者：民生児童委員、人権擁護委員

相談担当者：弁護士

相談担当者：消費生活相談員、担当職員

相談担当者：弁護士

相談担当者：行政相談委員、人権擁護委員

  ▼

男女共同参画室（フォーラム七尾） ☎52-5222

女性なんでも相談
相談担当者：専門相談員

結婚相談

女性の悩み・ＤＶなど
（電話相談有り☎52-7830）

相談担当者：七尾市認定結婚相談員（縁結び ist）

  ▼

市民相談室

結婚に関する相談

ミナ．クル２階 子育て支援課 ☎53-8419

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
（オアシスライン）☎ 52-0783

養育・家庭生活・DV など
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

ふれあい市開催
夏物用品取り揃えております。
是非足をのばして下さい。

5/13（日）10時～ 15時
場所

ワークパル七尾（職安の裏）

簡単な菊作り講習

どなたでも参加できます。
定員15名 花代500円
9：30 ～ 11：30（事前申込み）

お助け隊登場!!

日常のちょっとした作業（電球
取替、家具の移動や模様替えな
ど ）1回 2,000円（1時 間 以 内 ）
で「お助け隊」が引き受けます。

（公社）七尾市シルバー人材センター
七尾市小島町西部1番3
℡52-4680

広報ななお

12

【
編集後記
前任者の寺田さんから本田君
に代わり、新たな気持ちで広報
制作をしていきますので、よろ
しくお願いします。今月号に掲
載した能登島中学校の閉校式。
参加者の感極まる姿が印象的
だった。中学校や校歌がなくな
ることは非常に寂しい。私も母
校がなくなりその気持ちがわか
る。教育環境の変化や少子化の
流れで仕方がない。これからの
子どもの教育環境が良くなるこ
とを信じ、前に進まねば……。
（高木）
今年４月から広報の担当をさ
せていただく本田です。普段何
気なく見ていた広報ななおです
が、自分が作ってみると文字の
位置、写真の撮り方、文書表現
など細かいことが多く、大雑把
な自分としては、作るのにとて
も苦労しています。先輩方のよ
うに読みやすく・正確な文書を
作るため、これから興味がなく
ても本や新聞をしっかり読み、
上手な文書が作れるようにがん
ばります。
（本田）

休 日 医 療 情 報
HOLIDAY MEDICAL INFORMATION

健康推進課

☎53-3623

検索

七尾市休日当番医

】

４月17日現在

休日歯科当番医

休日当番薬局

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00( 開局時間）

せいとく歯科医院 七尾駅前あおぞら薬局
5月13日
☎52-2510
℻52-9310
㈰

5月20日
㈰

5月27日
㈰

6月3日
㈰

富岡町

神明町

大森歯科医院
☎53-0343

あさひ薬局
℻57-8155

府中町

千野町

いしがきファミリー歯科
☎52-5250

はせがわ薬局
℻76-2160

本府中町

中能登町井田

守友歯科医院
☎53-1320

七尾らいふ薬局
℻52-3507

神明町

藤橋町

休日在宅当番医
9：00 ～ 12：00
うおぎし医院
☎52-1123
なかお内科医院
☎74-2132
横山内科皮膚科医院
☎53-0524
高沢内科医院
☎66-0007
国下整形外科医院
☎54-0131
藤田医院
☎0767-26-1021
岡田胃腸科外科クリニック
☎53-7211
たかざわ整形外科クリニック
☎66-0008

小児休日当番医
9：00 ～ 12：00

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町

やまざきクリニック
☎53-4976
つつじが浜

公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町

休日当番薬局 ㈯
5月12日㈯

5月19日㈯

5月26日㈯

6月2日㈯

万行あおぞら薬局
℻52-8932

ペンギン薬局
℻53-8110

つじ薬局
℻62-4044

小丸山台あおぞら薬局
℻52-9890

万行町

御祓町

和倉町

藤橋町

※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。

使える英語を身につけよう！

ウォルシュロブ

小丸山教室

七尾市小丸山台 2-51

（小丸山小学校・七尾美術館そば）

52-7337
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健診がはじまります
～私たちの思いは一つ！自分の健康に関心を持つ市民を増やしたい！～
ぜひ、健診を受診してください！
＞ あなたが加入している医療（健康）保険は何ですか？ご確認いただき、あなたにあった健診を受診しましょう。
加入医療保険

対

象

者

健

診

内

容

目
的：高血圧・高血糖などの生活習慣病を若年期より予防して、継続する。
検査内容：身体計測・腹囲測定・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図検査
30 ～ 39歳
受診場所･期間：集団健診会場(地区公民館など） ５月21日～ 12月１日
（昭和48年4月1日
自己負担：500円
～昭和58年3月31日） 案内通知：5月上旬頃、対象者あてに発送しますのでご確認ください。
（青色封筒）

40 ～ 74歳
（昭和12年12月２日
～昭和48年3月31日）
※ 昭 和12年6月1日 ～ 昭 和12年
12月1日生まれで、健診日当
日75歳になっていない人も
対象です。（75歳になると長
寿健診の対象です。）

後期高齢者
医療保険

75歳以上
（昭和12年12月1日以前生まれ）
※一定の障害があると認定さ
れた65歳以上の人も含む

長寿（後期高齢者）
健康診査

要介護認定を
受けていない人

特定健康診査

七尾市
国民健康保険

目的：心臓病や脳卒中などを予防するためにメタボリックシンドロー
ムの該当者とその予備群の人を見つけ保健指導の対象者を抽出
するための健診です。
検査内容：身体計測・腹囲測定・血圧測定・尿検査・血液検査・
心電図検査
受診場所・期間
①集団健診会場（地区公民館など）５月21日～ 12月１日
②指定医療機関 ５月７日～９月30日
自己負担：500円
※ただし、平成23年度七尾市国保特定健診受診者は無料になります。
案内通知：5月上旬頃、対象者あてに発送しますのでご確認ください。
（青色封筒）
目的：糖尿病などの生活習慣病を早期発見と介護予防です。
内容：身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査
①集団健診会場(地区公民館など）５月21日～ 12月１日
②指定医療機関６月１日～ 11月30日
自己負担：300円
案内通知：5月上旬頃、対象者あてに発送しますのでご確認ください。
（青色封筒）

七尾市国保以外
の医療保険加入 職場での健診、または各保険者が行う特定健診を受診してください。
者（被扶養者も         ※詳しくはそれぞれの職場・各医療保険者へお問い合わせください。
含む）
※集団健診会場では、ほとんどの会場で同日にがん検診を実施しています。がん検診も希望される人は健康推進課（☎53-3623）から世帯主
あてに送られる案内通知をご確認ください。

保険課

国保保健対策室

☎53-8420

【担当者の独り言】
今まで多くの人が健診を受けて、ご自身の健康状態に気付
かれました。今年もさらにたくさんの人に受診していただき、
ご自身の健康状態を知っていただきたいです。

広報ななお
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今年は
ココが
違う!!

小さな子どもがいるので、健診を受ける時間が
作れない…という人に朗報です♪
＞ 安心して、健診を受診していただくために、託児所設置の健診日を増やしました！
費用は無料。ぜひ、託児サービスをご利用ください。
託

児

時

８：30 ～健診終了まで

13：00 ～健診終了まで

保健課
健診会場

健診日

間
健診日

健診会場

６月30日㈯

七尾サンライフプラザ

９月８日㈯

七尾サンライフプラザ

７月16日㈪

さつき苑

12月１日㈯

七尾サンライフプラザ

７月29日㈰

七尾サンライフプラザ

10月13日㈯

七尾サンライフプラザ

11月７日㈬

能登島健康センター

11月11日㈰

すこやか

健診を受診中、就学前のお子さまを保健センター
内にてお預かりします。
※事前にお申し込みが必要です。
（健診日の3日前までにお申し込みください。）
お申し込みは健康推進課まで（☎53-3623）

七尾市
国民健康保険
加入の皆さんへ

人間ドック
＞ 受付開始日：５月９日㈬
＞受

検 期 間：６月～ 11月

○対象者（次の①～④すべてに該当する人）
①40歳から69歳まで（昭和18年４月１日から昭和48年３月31日生まれ）の七尾市国民健康保険加入者で、国民
健康保険税を完納している世帯
②現在内科系などの疾病により治療（心疾患、脳血管疾患、糖尿病高血圧、脂質異常症など）を受けていない人
③前年度、助成を受けて人間ドックを受けていない人
④平成24年４月１日以降特定健康診査を受けていない人
（人間ドック検査項目と特定健康診査項目は重複しているため、どちらか１回の受診になります）

○受検費用
実施検査機関名
公立能登総合病院
恵 寿 総 合 病 院

内

訳

１泊２日

脳ドック

１泊２日・脳ドック併用

自己負担額

17,470 円

11,770 円

27,220 円

助

40,500 円

27,300 円

63,300 円

成

額

※別途、特定健康診査自己負担分500円がかかります。

○申請方法：窓口での申請が必要です。電話による予約および受付は行いません。
○申請に必要なもの：国民健康保険被保険者証、印鑑（認印）、特定健診受診券
保険課（ミナ. クル内）☎53-8420
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（申請は各市民センターでもできます。）

市長コラム
子どもの夢を育むために

New
Books

パラダイス・ロスト

夜鳴きめし屋

柳

宇江佐真理

広司

角川書店

光文社

鼠、剣を磨く

新ビルマからの手紙
1997 ～ 1998 ／ 2011

赤川次郎

アウンサンスーチー

角川書店

毎日新聞社

「無菌病棟より愛をこめて」

加納朋子／文藝春秋

橋本 紡／講談社
「今日のごちそう」
東野圭吾／角川書店
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
「破壊者たち 小説・新銀行崩壊」
高杉

良／講談社

第43回 図書館友の会 総会記念講演 入場無料
■日時 ５月12日㈯ 14：00 ～
■場所 ミナ．クル３階 多目的会議室
■演題 「近世七尾城下の寺院移動について」
和田学氏（七尾市 市史編さん室次長）
平成24年度図書館友の会会員募集中
■年会費 一口 300円
■主な事業
図書館まつり、文化講座、史跡探訪の旅、
本を読む仲間のつどい、郷土出版事業など
中央図書館 ☎53-0583

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）

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

●５月22日㈫

※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

新学期、ピカピカのランドセルを背負っ
た新一年生の姿を見るだけでうれしくなる。
希望の春だ。
あの小さな身体にどんな夢がつまってい
るのだろうか。子どもの夢がだんだん膨ら
むように楽しい学校であってほしいなぁー
七尾市長
と思う。大きくなるにつれて夢がしぼみ学
校へ行くのが嫌になることのないように…
と願う。
少子化、人口減少が続く日本、七尾も高齢化が進み、将来地域の
存続が心配されるところもある。
今後は３人に１人が高齢化となる七尾市。若者に大きな借金や将
来の負担を強いるようなツケ回しはしてはいけない。と思う反面、
若者に期待しているのも事実である。
最近の日本の若者は、海外留学や海外勤務を望まない者が増えて
おり、未知の世界への好奇心や冒険心、挑戦してみようという意欲
に欠けるとしたら困ったことだ。なぜ大きな夢や目標を持てなく
なったのか。
七尾市の中学生で「将来の夢や目標がない」という生徒の割合が
32％（平成19年度）。この割合を減らそうといろんな取り組みが行わ
れている。七尾市教育委員会では、七尾市の学校教育の理念を「ふ
るさとに誇りをもち、将来、国際社会にたくましく生きる子どもの
育成」と定め、教育目標の一つに「学校・家庭・地域が連携協力し、
地域全体で、家庭、地域の教育力の向上をめざす」がある。
子どもの夢や目標を育むには、地域や家庭で夢を育む環境づくり
が必要。地域が元気なら子どもも元気になる、家庭が楽しければ子
どもも伸び伸びと育つ。「子は親や社会の鏡」、七尾の子どもの姿を
見て私たち大人が考えなければならない。以前に中国や韓国の小中
学生の姿を見たとき「目の輝きと積極的な姿」が違うな、この状態
では日本は負けると思っていたが、それが現実的になってきた。世
界がどんどん狭くなり、国際化が進む中で、中国や韓国、インドの
若者に比べ、日本の若者の消極的な姿勢は、日本のさらなる弱体化
につながり、大変心配なこと。今の高齢者は、戦後の荒廃、混乱の
中で立ち上がり、世界の中で大躍進をし、高度成長を成し、豊かで
平和な日本をつくった功労者であり、大変な経験と知識を持つ方々。
この高齢者の力を、子どもたちを世界で活躍する人材に育てること
に活かせないか。
高齢者の生きがいづくりが子どもたちの夢や目標の実現に役立
ち、子どもも高齢者もハッピーになれる。そんな「ねらい」で今年
から生涯現役人材活用事業が始まります。大人も子どもも手をつな
ぎ、子どもや若者の夢育てのために頑張ろう。

検索

15：00 ～ 17：00
会場：中島市民センター ２階 応接室

●６月11日㈪ 15：00 ～ 17：00
会場：七尾市役所

２階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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池田コレクション・工芸を中心に
能登の美術 ～昔、そして今～

当館コレクションの２大特徴である「池田コレクション」および「能登ゆか
りの作品」をテーマに、古美術から現代美術までを幅広く紹介。長谷川派作
品や「複製松林図屏風」も展示しています。

6月3日㈰まで開催中【会期中無休】
■開館時間
■観覧料

「草花図屏風」 伊年印

個人蔵

９：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）
一般500円、大高生350円、中学生以下無料

★平成24年度

七尾美術館

友の会会員募集中★

会員限定のいろいろな催し、特典が盛りだくさん！ぜひご入会ください。
新特典：当館喫茶室メニューがすべて10％割引（詳しくは美術館まで）

☎53-1500

「根来高杯」( 池田コレクション )

「K 嬢像」田中太郎

華麗なるガラスの一族

～岩田藤七・岩田久利・岩田糸子・イワタルリ～
日本近代のガラス芸術の礎を築き、色彩豊かで流動的なガラス造形を生み出した岩田家の
ガラス作品を一堂に紹介します。

7月8日㈰まで開催中
※休館日５月15日（火）

■開館時間
9：00 ～ 17：00（入館は16：30まで）
■観覧料
一般８00円、中学生以下無料

特別イベント
①4月28日㈯～ 5月6日㈰
「イワタルリ氏と七尾市民の華麗なる生花コラボレーション」
イワタルリさんのガラス作品に七尾市民が花を生けます。
②５月５日㈯ 10：00 ～ 11：30、13：30 ～ 15：30
わくわくワークショップ「ゆ貝(かい)なアート」
岩田藤七さんが作った彩り豊かな貝のガラス作品にちなん
でオリジナルの「貝」の塗り絵をしましょう。絵は絵葉書
にもなります。
参加費無料（高校生以上は別途観覧料要）1人1枚まで

☎84-1175

③５月27日㈰ 13：00 ～ 15：00
アメとガラスの華麗なる共演 ～テーマは海～
県内屈指の名店ルミュゼドゥアッシュのパティシ
エ・藤井幸治シェフと県内随一のランプワーク
作家・齊藤秀輝氏が海をテーマにした作品を公
開制作します。藤井氏と斎藤氏の華麗なる妙技
をご覧ください。

右 . 齊藤氏

松竹新派特別公演
「華岡青洲の妻」
出演

イメージ図

水谷八重子、波乃久里子、三田村邦彦ほか

自主上映会

映画

５月12日㈯

左 . 藤井氏

怪物くん ２Ｄ

①14：00 ～②19：00 ～

５月13日㈰

①10：00 ～②14：00 ～

■料金

大人
1,000円
高校生以下 500円

キャスト：大野智、松岡昌宏ほか

☎68-2277

のと蘭ノ国ランまつり2012
４月28日㈯～5月6日㈰

7月7日㈯ 昼公演 14：00開演
夜公演

のと蘭ノ国カーフェスタ2012

18：30開演

５月13日㈰

■入場料：一般Ａ席 6,500円／一般Ｂ席 5,500円
高校生以下Ａ席 3,000円
高校生以下Ｂ席 2,000円
（全席指定・当日500円増し・未就学児入場不可）

公益財団法人
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演劇のまち振興事業団

洋ラン展や、展示会など

往年の名車が集まります・体
験 乗 車会・農 村レストラン・
母の日記念お花のバーゲン・
ピエロ来場・などお楽しみいっ
ぱい！

☎66-2323

毎月29日は
市民蘭遊館入場無料

☎54-0300

市内で行われた活動やイベントを紹介します

美味食グルメ博覧会

～料理人の技術向上のために！～
３月20日㈫：和倉温泉観光会館
昨年に引き続き開催された「美味食グルメ博覧会」。
オープン前から多くの来場者で長蛇の列となった。こ
の博覧会の目的として、気軽に旅館などで提供する料
理を食してもらうこともあるが、各旅館の料理人たち
の技術向上を図ることも目的のひとつとなっている。
博覧会では、開催日までに試行錯誤しながら創った料
理を、来場者が食べて評価をもらうことになっていて、
来場者に、緊張した面持ちで料理を出す料理人の姿が
印象的だった。

市民劇団「劇団Ｎ」 2013企画発表

～初めての挑戦～

３月20日㈫：中島文化センター
「劇団Ｎ」がこれまでに行ってきた公演数は14回。
さまざまなジャンルにチャレンジをしてきたが、今回
企画したジャンルはミュージカル。「劇団Ｎ」にとっ
ては初めての挑戦。「劇団Ｎ」の代表を務める酒井藤
雄さんは「ミュージカルは歌や踊りなど、今までにな
いことに挑戦しなければならないが、限られた時間で
指導を受けて、がんばりたい」と意気込みを語った。
酒井さんの気持ちは、もう来年の夏を見据えてスター
トをしている。

市内で大規模な津波避難訓練
～その時、あなたは…～

３月25日㈰：袖ケ江・御祓地区
平成19年の能登半島地震からちょうど５年の３月25
日、大津波を想定した大規模な避難訓練が行われた。
対象は袖ケ江地区と御祓地区の住民およそ7,000人。
住民同士が声をかけ合いながら、立体駐車場や高台に
ある公園に避難。今後も防災への意識を持って訓練を
重ねることが大切なのではないだろうか。災害自体を
防ぐこと（防災）はできないが、被害を最小限に減ら
すこと（減災）はできる。一人一人が今できることか
らはじめよう。
広報ななお
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FACE OF TOWN

大野木ヨシノ さん

百寿
100回目の誕生日
おめでとうございます
これからも元気で長生きしてください

３月21日㈬：自宅（大野木町）

竹本

坂本みどり さん

100歳になった今でも、日常のことは自分自身でこなす元気なヨ
シノさん。毎日の日課は、仏様に朝晩のお参りとお風呂を沸かす
こと。一緒に住む家族は「本当に助かっています。私たちが刺激
を受けています」とヨシノさんへの感謝を忘れない。テレビも大
好きなヨシノさん。大相撲中継や「笑っていいとも！」を欠かさ
ず見ていて、スマップのメンバーの名前まで言えるなど、気持ち
も若々しい。これからも、素敵な笑顔と愛嬌で長生きをしてもら
いたい。

シナ さん

３月22日㈭：ななみの里（石崎町）

３月29日㈭：自宅（矢田町）

「皆さんにかわいがってもらって、本当に感謝ですわいね」と恥
ずかしそうに話すシナさん。100歳になった今でも普通に会話がで
きて、毎日折り紙を折るなど、元気に生活をしている。得意な折
り紙は、フクロウやゴミなどを入れる箱など。箱を作ったら施設
のあちこちに置き、施設からも重宝しているとのこと。また、誕
生会には自分で仕立てたお気に入りの着物を着て登場するなど、
今でも身なりなどに気を遣っている。

「100歳まで、よう生きられた。本当に皆さんに感謝やわいね」
と100歳の誕生日を迎えた喜びを話すみどりさん。長生きする秘訣
の質問に「家族仲良く、よく食べて、好き嫌いをしないことですよ」
としっかり話してくれた。家族が「手が器用で、ビーズ細工や編
み物など、数年前まで作っていました。今日は緊張して口数が少
ないけど、いつもニコニコとしてるんですよ」と話すと、みどり
さんは照れくさそうにほほ笑んだ。

森本

上野
お祝いに訪れた武元市長の手をギュッと握り締め、「直接、市長
さんが家に来てくれて本当にうれしい。手も握れるとは思いもし
なかったです」と満面の笑みで話す万里さん。孫からの電報が届
き「離れて暮らす孫にまで、いつも気を遣ってくれてありがとう」
と家族から披露され、感慨無量の面持ちで手を合わせた。最後に
は「市長さんにお茶の一杯も出さなくて、ごめんね」と話し、終
始万里さんの楽しい話で、和やかな時間となった。
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静 さん

万里 さん

４月１日㈰：自宅（吉田町）

４月１日㈰：やくしの里（黒崎町）
七尾市で生まれ、結婚してから兵庫県で生活。そして、夫を亡
くし、終戦を迎えたこともあり、再びふるさと七尾市に。そこから、
女手ひとつで、２人の息子を育て上げた。長男の和光さんは「親
父役とお袋役で私たちを育ててくれ、本当に厳しい母でした。昔
からしっかりしているので、今でも記憶力はいいんです」と静さ
んとの思い出を話してくれた。静さんに100歳を迎えた感想を尋ね
ると「早く行くところに行きたいわいね」と冗談を話し、周囲を
笑わせる場面も。気さくで笑顔が素敵な静さんが印象的だった。

平成24年（2012）
４月27日発行

■臨時駐車場
和倉温泉運動公園、潮の香広場ほか

編集・発行 七尾市企画経営部 広報広聴課
〒926-8611 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

問

和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合
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☎0767-62-1555

祭りの國能登の賑い

№92
５月号

■参加チーム
地元（能登・加賀方面含む）21チーム
県外チーム（29チーム）
計 50チーム（参加者数約1,800人）

第 回

※スケジュールは若干前後する場合がございます

能登よさこい祭り

■スケジュール
６月１日㈮ 20：00 ～ 21：30
６月２日㈯ 12：00 ～ 21：00
６月３日㈰ 12：00 ～ 20：30
フィナーレ 20：45 ～ 21：30

1

3

○日程

6月 日㈮～

○会場

和倉温泉街

日㈰

ＴＥＬ.0767-53-8423
ＦＡＸ.0767-52-2812
Eメール koho@city.nanao.lg.jp
URL. http://www.city.nanao.lg.jp/

広報ななおでは、５歳以下のお子さんの写真掲載
を随時募集しています。
イベント写真、記念日写真、ベストショットなど、
掲載を希望される人は、保護者のお名前、ご住所、
ご連絡先（電話番号）、お子さんのお名前、生年月日
を明記の上、電話・ファクス・メールまたは直接お
申し込みください。
問

広報広聴課（本庁舎１階）☎ 53-8423
℻ 52-2812
メール：koho@city.nanao.lg.jp

広報ななお
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