みんなの希望をのせて
～新しい学校生活が始まる～
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No

広報ななお

たくさんの思い出を
ありがとう

年3月、徳田・高階・有磯小学校が140年以上続いた長い歴史に

学びやに別れを告げ、始まりの春を迎える
平成

そして4月、児童はこれまでの学びを糧に、新たな一歩を踏み出しました。

ずっと残り続 け ま す 。

学校が閉校になっても、学びやで過ごした思い出は一人一人の心の中に

友だちと勉強し笑い合った教室、通学路の風景、みんなで歌った校歌。

幕を閉じまし た 。

30

2
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明治5年に八幡区学校を起

た。その傷ついた体をゆっく

の名前に由来し、校章も徳川家

校名は徳川天領と百万石前田領

の皆さんの思いがこもった記

にずっと生き続けます。まち

のことは子どもたちの心の中

源として歩んできた徳田小学校。 り と 休 め て く だ さ い 。 あ な た

家紋「三つ葉葵」と前田家家紋

「梅鉢紋」からできています。 念 碑 が そ ば に 立 っ て い ま す 。

り、145年間の歴史を築き上

体験を通して多くの思い出を作

自然豊かな学びやでさまざまな

見守り続けた学校に労いの言

ます」と 、 長 き に 渡 り 児 童 を

と見守り続けてほしいと思い

学校へ通う子どもたちをずっ

総 勢 約 6 4 0 0 人 の 卒 業 生 は 、 ですから寂しがらずに朝日小

げてきました。

中、目に涙を浮かべながら歌

人が来場。全員で校歌を歌う

校長、地域住民など約300

太鼓を響かせてオープニング

と大ばいの息の合った力強い

八田龍神太鼓が勇壮な小ばい

記念イベントでは、地元の

葉を掛けました。

う参加者も見られるなど、会

を飾り、最後は児童や教職員

閉校式には、児童や歴代の

場の全員が徳田小学校の閉校

らが運動会で行進した思い出

の曲『フォルティシモ』を合

を惜しんでいました。
青山智校長は閉校となる徳

田 小 学 校 宛 て に 手 紙 を 書 き 、 唱。イベント終了後、児童ら

その中で「満身創痍（そうい）
、 は教室の黒板に感謝の気持ち

◆昭和22年4月／

中学校を併設

市立徳田小学校と称し、徳田

◆昭和55年1月／新校舎落成

◆平成 6年10月／

松陰読書園を設置

◆平成14年 9月／学校橋竣工

◆平成30年3月／閉校

を書き込み、母校に別れを告

◆昭和6年10月／校歌を制定

あなたは傷だらけでした。そ

◆明治5年11月／八幡区学校創立

げました。

沿 革

れでも頑張ってきてくれまし
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徳田小学校

明治8年に三階小学校とし
子に育ってほしいと進めてき

げみ明るく学び続ける高階っ

思いやりのある高階っ子、は

も歌われている「つどい仲よく

した。目指す児童像は校歌で

を地域ぐるみで実践してきま

かな自然を生かした体験学習

の認定を受け、高階地区の豊

に能登で初めて小規模特任校

旗を返納し、長い歴史に幕を

げ、屶網校長が高教育長に校

の校歌は児童が堂々と歌い上

とでしょう」とあいさつ。最後

ましく歩んでいってくれるこ

ステージでも自分らしくたく

努力する姿が見られ、新たな

姿が、学習活動ではしっかり

学校生活では互いに認め合う

懸命に取り組んでくれました。

た教育活動に、子どもたちは

年

子、つよく正しく行動力ある

記念イベントでは児童が 歳

で力強いばちさばきを披露。ま

の自分に宛てた手紙をタイムカ

閉校式会場は児童やこれま

た、児童と教職員が運動会で披

たくましく生きてほしいとい

での卒業生、地域住民らで埋

露したダンスで会場を盛り上げ、

屶網直樹校長は「ふるさとを大

なった地域の人たちに感謝を伝

◆明治8年9月／
三階小学校創立
◆大正10年6月／
現在地に旧校舎新築落成
◆昭和29年3月／
市立高階小学校と改称
◆平成元年10月／
現校舎新築落成
◆平成15年5月／
小規模特認校の指定を受ける
（能登初）
◆平成30年3月／閉校

え、閉校に花を添えました。

沿 革

事にする心豊かでたくましい

た学びやに別れを告げました。 愛着のある学びやとお世話に

め尽くされ、思い出が詰まっ

プセルに入れ、4年生が和太鼓

20

う願いが込められています。

分の良さを見つけ、伸ばし、

閉じました。

15

高階っ子」。児童一人一人が自

刻んだ高階小学校。平成

て創立し、142年の歴史を

高階小学校

4
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を「有磯海」と詠まれていた

葉集や奥の細道で富山湾辺り

立しました。校名の有磯は万

平小学校の5校が統合して創

南・南星・佐々波・庵・清水

崎小学校として発足し、城

有磯小学校は明治6年に山

り、誇り、愛する人になっ

そしてふるさとのことを知

関わる努力をしてください。

的に地域の自然や人、物に

るかもしれませんが、積極

くと地域から離れがちにな

の地です。新しい学校に行

こ と が 由 来 と な っ て い ま す 。 てください」と新たなステー

ジに進む児童にエールを送

閉校記念イベントでは、児

目指す児童像は「進んで学び

な子、心の美しいやさしい

童と大泊青壮年団のメンバー

りました。

子 」。 海 や 山 、 川 に 囲 ま れ た

が獅子舞や「みこしかつぎ唄」

よく働く子、ねばり強く元気

自然豊かな学びやで児童は伸

発表が保存会のメンバーの歌

を披露。地区の伝統芸能であ

閉校式には、地域に愛さ

に合わせて始まると、会場

び伸びと育ち、地域住民の協

れた学びやの最後を見守ろ

いっぱいに踊りの輪が広がり、

る盆踊り「ぼんぼらがい（山

うと、児童や教職員、地域

参加者は笑顔で大きな拍手を

力のもと郷土色豊かな体験学

住民らが集いました。藤波

送って、144年の長い歴史

崎の目蓮尊者地獄めぐり）
」の

博之校長は「児童の皆さんに

に幕を下ろしました。

習に取り組んできました。

とって母校は有磯小学校で

沿 革

◆明治6年12月／山崎小学校発
足（後の南星小学校）
◆明治9年5月／庵小学校創立
◆明治9年7月／佐々波小学校創立
◆明治13年7月／山崎小学校熊渕
分課創立（後の城南小学校）
◆明治14年1月／清水平小学校創立
◆昭和47年4月／5校が統合し、
有磯小学校創立
◆昭和48年9月／統合校舎落成、
移転完了
◆平成23年9月／旧涛南中学校
校舎に移転
◆平成30年3月／閉校

あり、ふるさとはこの有磯
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有磯小学校

誇りを胸に、未来をひらく
徳田小学校

閉校記念事業実行委員長

平成29年度卒業生

川口 徳之さん（中狭町）

坂下 ここさん（千野町）

子どもが小学校6年生と3年生で
学校にお世話になり、閉校となって
寂しく思っています。
実行委員長を務めて感じたことは、皆さん思いは一緒だと
思いますが、地域の方々の学校への思い入れが保護者以上
に強いことです。朝日小学校の開校準備を進める中で保護
者と地域の方々から安全に対するたくさんの意見をいただき、
限られた時間の中で、最低限の子どもの安全を確保すること
ができたかなと思います。
閉校式も地域の方々のおかげで、徳田小学校らしい閉校
式となり、皆さんに感謝しています。

一番の思い出は最後の運動会です。
雨で中止になるかと思いましたが 、
『フォルティシモ』の大合唱で雨雲を吹
き飛ばしました。コンディションは良くありませんでしたが、みん
なで協力して気合を入れて元気いっぱい頑張り、思い出深い運動
会になりました。この6年間で一生懸命勉強すること、友達を思
いやり仲良く遊ぶこと、みんなで協力することの大切さを学びま
した。この学びやに感謝し、中学校で新たなスタートを切りたい
です。また、私たちを見守り育ててくれた教室、運動場、教室か
ら見える景色はずっと忘れません。145年間、たくさんの児童を
見守ってくれた徳田小学校、本当にありがとうございました。

高階小学校
閉校事業実行委員長

平成29年度卒業生

宮崎 吉春さん（池崎町）

戸島 優斗さん（西三階町）

私は昭和36年に高階小学校を卒業し
ました。狭い教室に60人ほどの生徒が
肩身を寄せ合って過ごし、校舎の真ん
中にあった相撲場で開かれた相撲大会や、当時木造だった校舎を
みんなでくぎを打って直したことも思い出すととても懐かしいです。
地域に愛された小学校が無くなることは寂しいですが、残され
た校舎には今までの歴史を後世に伝えるメモリアルルームを設ける
企画をしています。この校舎がこれまでに築かれた「ふるさとの
絆」で地域を守る存在になることを願います。そして、朝日小学
校に進む児童の皆さんには、大海に出るような気持ちで新たな環
境に飛び込み、さらなる進化を遂げてほしいです。

通学しているときは、6年間過ごし
てきた学校が閉校する実感はありま
せんでしたが、閉校式を終えて寂しさ
が込み上げてきました。
特に思い出に残っている行事は、
菜の花水田の米作り体験です。
田植えも稲刈りも足が抜けなくて大変だったけれど、収穫した菜の
花米は甘くてとてもおいしかったです。校舎の中で一番好きだった
のは6年教室。いつ来てもみんなに会えるし、
たくさん思い出が詰
まっている場所です。高階小学校のみんなとはこれからいろんな友
達が増えても、深い絆で結ばれているような気がします。お世話に
なった地域の皆さん、
先生、
ありがとうございました。

有磯小学校
閉校事業実行委員長

平成29年度卒業生

柳浦 勝さん（大泊町）

横山 瑠奈さん（大泊町）

有磯小学校の児童数の減少と今後予
測される児童数から、将来子どもがどの
ような学校環境で育つのが一番良いか
を地域で話し合ってきました。保護者の皆さんが、いつか統合する
のであれば早いほうが良いのではと決断されて閉校に向けた準備を
進めてきましたが、仕方のないこととはいえ寂しくもあり残念です。
私は南大呑地域づくり協議会の会長として、児童と学校行事を
通して関わってきました。米作り体験で田植えや稲刈りを頑張ってい
る姿や、友達同士けんかしたりする姿は微笑ましいものでした。新
しい環境に慣れるまで児童の皆さんは大変でしょうが、有磯小学校
で学んだことを糧に立派に育ってくれることを期待しています。

この校舎に小学生として初めて入
学したのが私たちの学年だそうです
が、この校舎で6年間過ごした卒業
生は私たちだけということで不思議な気持ちです。6年間で楽
しい思い出はたくさんできましたが、梅シロップ作りやアユ釣
り、磯探検、魚さばき体験など地域の皆さんのおかげで有磯
小学校でしかできない行事を体験することができ、とても感
謝しています。自分より下の子たちがもう体験できないかもし
れないと思うと少し残念です。閉校して、にぎやかだった学
校から人けが無くなってしまうのは寂しいので、校舎や体育館、
運動場をみんなが楽しめるように利用されれば嬉しいです。
七尾ごころ
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日に

校長

青山

智

校舎は旧朝日中学校を活用し

朝日小学校

朝日小一丸となって新しいスタートを
3月

ない中、あっという間に朝日小

寂しさが消え

を終えてまだ

ちは驚きとともに大変喜んでお

おいてサイズが大きく、児童た

前の学校に比べると全ての面に

を新設していただきました。以

て、小学校の児童が使いやすい

学校の開校を迎えることとなり
ります。校舎だけでなく中身も

徳田・高階小

ました。新たなスタートを切っ
立派になるよう、児童にはあい

ように普通教室の改修やプール

てまだわずかですが、児童も教
さつや礼儀、正しい生活習慣を

学校の閉校式

職員も新たな出会いに良い刺激

しっかりと身に付けてもらおう
と思っています。そして、保護

を受けて過ごしているように感
じています。

者や地域の皆さん、教育関係者
と力を合わせて236人の全校
児童一人一人を大切にし、心の
底から自然と笑顔が湧いてくる
ような学校生活が送られるよう
取り組んでいきます。

和を大切にした学校づくり

藤波

博之

笑顔あふれる楽しい学校、勉強を

校長

東湊小学校

含めて全てに頑張ることができる

東湊小学校

は有磯小学校

学校にするために、教職員も含め

てこの1年みんなで合言葉を意識

人の仲

から

間と新入生

思っています。そのために「笑

学校生活を送ることを伝えたいと

が仲良くする「和」を大切にして

トを切りました。児童にはみんな

全校児童206人で新たなスター

ほしいと思っています。地域

安なことは何でも気軽に話して

の皆さんには気になることや不

ていくためにも、児童や保護者

事にしながらより良い学校にし

また、東湊小学校の伝統を大

し取り組んでいきます。

顔・やる気・思いやり」を学校づ

あっての学校ですから、地域の

人が加わり、

くりの3つの合言葉にしました。

皆さんには今まで以上

に温かい見守りと声掛

けをしていただければ

大変ありがたいです。
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40

24

25

新 たな仲間と笑顔の日々を

市政講座

なるほど
なっとく

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理解していただくための講座を開催します。
今年度は6分野51テーマ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

内

容

担当課など

市
政

1

やさしい選挙のおはなし

選挙の仕組みや大切さ、選挙運動を分かりやすく説明します。

七尾市選挙管理委員会

2

七尾市の将来ビジョン

七尾市まち・ひと・しごと創生総合戦略を説明します。

企画財政課

3

七尾市の台所事情

決算や財政指標などから見える市の財政状況を説明します。

企画財政課

まちづくり基本条例に込められた思いや条例の内容を説明します。

地域づくり支援課

とは？
4 「まちづくり基本条例」
まちづくり

5

広げよう！
「市民のねがい」
は
みんなのねがい

6

新 国際交流「多文化共生」のまちづくり

多文化共生を知っていますか？外国人との共生と外国人増加の
訳を説明します。

地域づくり支援課

7

世界農業遺産
「能登の里山里海」

自然や生物と共生してきた豊かな里山里海を守り、後世に継承して
いくために、自分たちの住んでいる地域の魅力を紹介します。

農林水産課
（産業調整室）

8

能越自動車道の概要

能越自動車道の進ちょく状況や整備効果などを説明します。

土木課（能越道建設推進室）

9

わたしにできる景観づくり

市の景観計画やいろいろな景観づくりを紹介します。

都市建築課

マイナンバーカードの制度や活用方法を紹介します。

総務課

消費生活トラブルの事例紹介、被害に遭わないポイントなどを
説明します。

七尾市消費生活センター

12 市税について

市県民税・固定資産税を説明します。

税務課

13 新 エコドライブを始めよう

地球温暖化防止を目的とし、燃費の向上や環境にやさしい
省エネ運転の方法を紹介します。

環境課

14 やってみよう！おいしい食べきり運動

食品ロス削減に向けて、家庭でできる取り組みを紹介します。

環境課

10 新 マイナンバーカードを取得しよう
11

悪質商法にだまされない！
～かしこい消費生活～

くらしと環境・安全

15 人と環境にやさしいまちを目指して！
16 ごみ固形燃料化施設の仕組みを学ぼう
17

空き家を活用しませんか？
～空き家バンク～

「市民のねがい - 七尾市民憲章 -」に込められた思いを紹介します。

市の環境基本計画の７つの基本目標と１５の方針、進ちょく状況
などを交え、分かりやすく説明します。
ななかリサイクルセンターでビデオ視聴や施設見学を行い、
ごみの処理過程などを説明します。
「売りたい」
「貸したい」空き家を「七尾市空き家バンク」に登録して
活用する方法や報奨金制度を説明します。

地域づくり支援課

環境課
ななかリサイクルセンター
産業振興課

18 我が家の地震対策は大丈夫？

旧耐震基準木造住宅の耐震改修の必要性を説明します。
建物の維持管理、バリアフリー対策、省エネ対策工事など、快適な
住まいづくりを紹介します。

都市建築課

19 上下水道のしくみ

上水道浄水場、下水処理場の見学や整備状況を説明します。

上下水道課

20 新 わが家を守る

火災原因と防火を説明します。

七尾鹿島消防本部

21 地域の中でスマイルサポート

障害者総合支援法や障害福祉サービスなどを説明します。

福祉課

福祉と健康

23 みんなでつながる子育て支援

児童虐待の早期発見や早期対応、地域ネットワークの必要性、
七尾要保護児童対策地域協議会の役割などを紹介します。
ファミリーサポートセンターなどの保育サービス紹介や乳幼児の
育ちとふれあい遊び、育児相談などを紹介します。

24 後期高齢者医療のしくみ

後期高齢者医療制度の仕組みや保険料などを説明します。

保険課

25 国民健康保険のしくみ

国民健康保険制度の仕組みなどを説明します。

保険課

なぜ特定健康診査（特定健診）を受けると良いのか、何を調べている
のか、自分のデータはどの段階にいるのかなどを説明します。

健康推進課

22 「七尾っ子」守ろう命！まもろう未来！

26

１年に１回、
特定健康診査、
受けていますか

子育て支援課
子育て支援課

七尾ごころ
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27 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を説明します。

健康推進課

「き」
28 離乳食づくり・きほんの

離乳食の基本的な作り方や進め方を説明します。

健康推進課

29 生活習慣による病気の予防

特定健診とがん検診結果からの生活習慣病予防
（食事・飲酒・たばこなど）を説明します。

一人一人の健康づくりの実践
「歯の健康」
一人一人の健康づくりの実践
31 「こころの健康」

虫歯予防や歯周病予防を説明します。

健康推進課

ストレスなどの対処方法や周囲の人ができることを紹介します。

健康推進課

住民が助け合って住み慣れた地域で自立し、安心して暮らす
福祉のまちづくりを説明します。

高齢者支援課

33 認知症サポーター養成講座

認知症の症状や認知症の方との接し方の心構えなどを説明します。

高齢者支援課

34 まもりたい、ささえたい高齢者のくらし

成年後見制度、高齢者虐待防止や高齢者サービスを説明します。

高齢者支援課

35 いきいきと迎えよう 100 歳体操

重りを使った筋力トレーニングでバランスが安定した転ばない
体づくりを紹介します。

高齢者支援課

36 みんなで考えよう！七尾の介護

介護保険の現状や介護保険制度を説明します。

高齢者支援課

ふせぎたい
37 ～介護予防でいきいき生活～

介護予防を説明します。

高齢者支援課

市の漁業の歴史、特徴、振興などを説明します。

農林水産課

30
福祉と健康

32

38

地域福祉って何？地域包括ケア
システムって何？

新 七尾市の漁業振興

産業と観光

イノシシによる農作物被害の防止対策を説明します。

40 農業の担い手確保

集落を維持するための農業の担い手づくりを説明します。

農林水産課

41 創業をするために

創業を思い立った時から、やらなければいけないこと、
必要な知識などを説明します。

産業振興課

おもてなしの心でお迎えする
42 七尾市の観光

観光の仕事を紹介します。

観光交流課

43 うきうき、わくわく七尾市はすばらしい

観光の現状と交流人口の増加策を説明します。

観光交流課

教育・文化・スポーツ

45

新 生涯学習のすすめ

子どもの健全な育成に向けて、学校や家庭、地域が連携して
取り組むべきことを紹介します。
生涯学習の意義とは。七尾市民大学講座、学習グループ、
ふれあいセンター山びこ荘の講座、体験教室などを紹介します。

学校教育課
スポーツ・文化課

46 れきしタイムトラベル

勾玉づくりや火おこしなどの古代歴史体験を紹介します。

スポーツ・文化課

47 七尾ふるさと見聞録

ふるさと七尾市の歴史を分かりやすく紹介します。

スポーツ・文化課

48 天才絵師・長谷川等伯

長谷川等伯の魅力と最新情報を紹介します｡

石川県七尾美術館

49 美術館へ行こう

美術館の展覧会や収蔵品などを紹介します｡

石川県七尾美術館

学芸員がガラス美術館の見どころを楽しく紹介します｡

石川県能登島ガラス美術館

どなたでも楽しめるガラス彫刻体験を紹介します｡

石川県能登島ガラス美術館

美術館を楽しもう！
ガラ美のギャラリートーク
わくわくワークショップ
51
リクエスト編

50

（土・日、祝日含む）午後９時まで
開催日時 いつでも
所要時間 １時間～１時間30分程度

対

用

無料（会場借上費用は申し込み者で負担して
ください。）

受付期間 5月1日から平成31年2月28日まで

広報広聴課 ☎53-8699

ファクス 52-0374

おおむね10人以上のグループ

象 （町会や企業、各種団体など）

※営利目的や政治・宗教団体は不可

申し込み者が手配した会場へ職員が出向き、
開催方法
説明や質疑応答、意見交換などを行います。
申し込み
方 法

申込書は広報広聴課にあります。
また、市ホームページでもダウンロードできます。
開催希望日１カ月前までに申込書を広報広聴課に持
参していただくか、ファクスまたはメールでお申し
込みください。

メール koho@city.nanao.lg.jp

公立能登総合病院でも出前講座を開催しています。詳しくは、病院ホームページ
公立能登総合病院

9

農林水産課
（鳥獣被害対策室）

39 鳥獣被害の防止対策

44 心ゆたかな子どもを育てるには

費

健康推進課

七尾ごころ 2018.5

経営管理課

☎52-8774

ファクス 52-9225

公立能登総合病院出前講座

検索

反射タスキの寄付

105歳のお誕生日おめでとうございます

3月12日(月)

3月8日(木)

～新入生の安心安全な登下校を守る～
七尾市役所

～奥美さん～

特別養護老人ホーム秀楽苑

市内の精肉店でつくる七尾学校給食食肉納入組合
が、4月から小中学校に通う787人の新入生に反射
タスキ900本を贈呈した。緑色の蛍光タスキは各学
校を通じ新入生に配布され、児童と生徒は登下校時
に着用し交通安全を確保する。
高教育長は「秋から冬の夕暮れの早い時でも安全
に下校できるので、大変助かります」と受け取り、
木下俊一理事長は「交通事故に巻き込まれず、地元
の子どもたちに元気に育ってほしい」とタスキに込
めた思いを話した。

中島町瀬嵐で生まれ結婚し、5人の子どもに恵ま
れた美さん。54年前に夫を亡くし、女手一つで子
どもを育てた。入所している施設では書道や生け花
を楽しんでいる。お祝いの会で、美さんは中川福祉
課長から花かごを受け取ると笑顔を見せ、長寿の秘
けつを聞かれると「元気に働くことです」と話した。
入所者と職員約40人がフラダンスを踊って美さ
んを祝福すると、会場は笑顔でいっぱいになった。
これからも元気にお過ごしください。

105歳のお誕生日おめでとうございます

高校生と園児のふれあいクッキング

3月23日(金)

3月14日(水)

～瀧音芳子さん～

田鶴浜町

25日に迎える105歳の誕生日を前に、お祝いの
花かごを受け取り「ありがとね、ありがとう」と何
度も繰り返した芳子さん。誕生日を自宅で祝うこと
ができ、終始感無量の様子。戦争で夫を亡くした後、
すし屋を開業した芳子さんは「昔は寝んと働いたけ
ど、今は極楽さんやわ」と家族と自宅で生活し、週
2回通うデイサービスを楽しみにしている。
「心がしっかりしとれば長生きできる」と長生き
の秘けつを話した芳子さん。これからもお元気でお
過ごしください。

～中島菜クッキーを作ろう～
鵬学園高等学校

やまと保育園の年長児16人と鵬学園高等学校調
理科１年生27人が、中島菜入りのクッキー作りを楽
しんだ。園児がビニール袋で生地をこねたり、棒状
に伸ばした生地を糸で輪切りにしたりする様子を生
徒は温かく見守り、分かりやすく作り方を教えた。
出来たてのクッキーをほおばった園児は「むにむ
にするのが難しかった」「糸で切るのが楽しかった」
と話した。クッキングには民生児童委員20人も参
加し、和気あいあいとした異世代交流になった。

七尾ごころ
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市内で行われた活動やイベントを紹介します

最後の修了式

お別れ会

3月24日(土)

3月24日(土)

～ありがとう僕たち私たちの保育園～
大呑保育園

３月末に閉園する大呑保育園で修了式と閉園式が
行われ、園児や保護者、地域住民らが思い出の詰まっ
た園舎との別れを惜しんだ。修了式では、川本博子
園長が卒園児6人に保育証書を手渡した。６人は母
親に「おいしいから揚げを作ってくれてありがとう」
などと感謝の気持ちを伝えた。
閉園式では、今年1年の行事をスライドショーで
振り返り、式終了後、参加者全員で風船を大空に飛
ばし、園での思い出を胸に刻んだ。

高階保育園

園児数の減少で4月から休園する高階保育園でお
別れ会が開かれた。先立って行われた修了式では、
保育証書を手にした卒園児5人が「25メートル泳げ
るように頑張ります」など小学生の目標を発表。成
長した我が子の姿を見た保護者は目頭を熱くしてい
た。
お別れ会では、昭和53年からの修了写真のスラ
イドショーのあと、園児が歌遊びや太鼓を披露。最
後は卒園者や地域住民も加わり「ありがとう」と言
いながら色とりどりの風船を空に放った。

地域おこし協力隊委嘱式

親子ふれあいランド移転オープン

4月2日(月)

4月1日(日)

～地域住民と協力して活性化を目指す～
七尾市役所

4月から地域おこし協力隊として高階地区の地域
活動に従事する任田和真さんに、不嶋市長が委嘱状
を手渡した。「人とのつながりを一番大切にして七
尾に貢献していきたい」と抱負を述べた任田さん。
不嶋市長は「高階の地に根を生やし、若い人の風
を吹き込んでください」と期待を込めた。任田さん
は地区活性化協議会などの行事に参加しながら、移
住希望者を案内したり、移住者と地域住民との懇談
会を開催したりして地域の活性化を目指す。

11

～いっぱい頑張ったこと忘れないでね～
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～子育て世代を応援する集いの場に～
七尾サンライフプラザ

親子ふれあいランドが七尾サンライフプラザ内に
移転オープンし、オープニングイベントに親子100
組以上が訪れた。児童センター機能を併せ持つ施設
として児童の学習スペースやおもちゃ図書館が新
たに設けられ、より多くの親子が楽しめるようリ
ニューアルされた。
イベントはマジックショーやゲームコーナーなど
で盛り上がりを見せ、参加者は「広くて開放的で良
い」「小学生の兄弟も一緒に来られるので安心」な
どと新たな子育て施設に期待を寄せていた。

安全で安心な生活を送るために

七尾鹿島
地域安全
ニュース

七尾警察署・
七尾鹿島防犯協会
☎53-0110
七尾市消費生活センター
☎53-1112

5月は消費者月間です。

私たちの周りには、被害に遭うと日常生活を安全安心に送ることが
できなくなる犯罪がたくさんあります。

高齢者が被害に
遭いやすい訪問
販売などの

過酷な取り立てに
よって平穏な暮ら
しができなくなる

悪質商法

ヤミ金融

対策
①不用意に玄関を開けたり、個人情報を
話したり、はんこを押してはだめです。
②いらないものははっきり「いりません」
と断る勇気を持ちましょう。
③しつこくて困ったときは110番通報して
ください。

必ずもうかる
という投資話を
する

0
100000

利殖勧誘

など

このような犯罪は、被害に気付くのが遅れたり、被害
に気付いても「恥ずかしい」
「面倒だ」などと警察への
相談を迷ったりためらったりしがちですが、早めの相
談が被害防止につながります。
少しでも不審に思った場合は、
信頼できる家族や友人、警察、
消費生活センターなどに相談して
ください。

音声での意思疎通が困難な人へ

消 防
だより

NET119緊急通報
システムを導入しました。
ネ

ッ

七尾鹿島消防本部
☎53-0119

ト

七 尾 鹿 島 消 防 本 部 で はＮＥＴ
（ネット）119 緊急通報システム
を導入しました。申請し登録す
れば、携帯電話やスマートフォン
からチャット（文字入力による会
話）形式で 119 通報ができます。
チャット形式で災害の情報を速

ショートカット
から素早く表示

やかに聞き出すことができ、携
帯電話やスマートフォンのＧＰＳ
による位置情報で外出先の通報
であっても円滑に場所を特定で
きます。

対象者
申請に
必要なもの
申請窓口

申請し登録、NET119
ボタンを表示する。

救急、火災、その他
を選択し、通報する。

チャット（文字入力による会話）
形式で１１９通報が可能。

音声による意思疎通が難しい（聴覚、言語などの障害がある）人で携帯電話かスマートフォンを所持し、
市内に在住、在勤、在学の人
申請者の身分証明書

※代理取得の場合は代理人の身分証明書、委任状、申請者の身分証明書(コピーは
住所、氏名が分かるように)が必要です。そのまま窓口で登録しますので、申請者
の携帯電話、またはスマートフォンをお持ちください。

七尾鹿島消防本部（つつじが浜3番地83） ☎53-0119
福祉課障害者福祉グループ（パトリア3階） ☎53-8464

七尾ごころ
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メタボ該当

10%

10.4%

11.3%

11.7%

七尾市

石川県

全国
20%

15%

5%

30％

平成 27 年度メタボリックシンドロームの割合
出典：厚労省、七尾市国保データ

29

CLOSE UP FRESHMAN ! !

◆仕事は？

ユニクロ七尾店で販売や接客の

仕事をしています。幅広い年齢層

①七尾市民
②市内で働く人
③おおむね35歳未満の男女

広報広聴課 ☎53-1130
メール
koho@city.nanao.lg.jp

★

ななおの星
輝け！

の方々がいらっしゃるので、いろ

いろな知識や価値観、人生の教訓

を得ることができ、自分を成長さ

せてくれる環境だと思っています。

職場の仲間が増えたらもっと楽し

くなると思うので、興味のある人

対象

22歳

斉弥さん

生野

は一緒に働きませんか？

◆趣味は？

サッカーです。高校までサッカー

部に入って打ち込んでいました。

◆理想の人は？

千原ジュニアさんです。おもし

ろくて、機転が利くところが素晴

らしいです。

◆七尾の好きなところは？

別所岳から見える景色がお気に

入りです。自転車で山頂付近まで

行ったことがあるのですが、日が

沈んでいく様子に感動しました。

◆将来の夢は？

市 内で 働く元 気 なフレッ
シュマンを 募 集して いま
す！自薦他薦は問いません。

人を幸せにできる人になります！

七尾ごころ 2018.5
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14.4%

0%

15.2%
20.7%
25%

メタボ予備群

診 し ま し ょ う 。「 忙 し い か ら 」
と受診していない人も、待ち
時間が比較的少ない9月の集
団健診か、医療機関での受診
をおすすめします。受診後は、
個人に合った太りにくい食べ
方や体づくりなどのメタボ改
善方法を保健師と管理栄養士
が提案します。今のメタボ状
態を改善することは、将来的
に脳卒中、心臓病、腎臓病を
予防でき、介護予防や高額な
医療費の抑制にもつながりま
す。

35％

なおや

いくの

特定健診で
脱メタボ！

①甘いものが好きな石川県民
総務省統計局による家計調査
（平成 〜 年平均）で、石川県
は糖を含む食品の消費がどれも
高いことが明らかになりました。
他県に比べてしょうゆなどの調
味料も甘く、それに慣れると甘
さに気付きにくくなります。糖
を取り過ぎると肥満や高血糖に
つながります。
②メタボの人が多い七尾市
市にはメタボリックシンド
ローム（以下メタボ）基準に該
当する人が国や県平均と比べて
多い状況です。メタボは肥満以
外にも、血糖や悪玉コレステ
ロール、尿酸、血圧などの高値
が重なる状態をいいます。その
まま放置すると血管が細く詰ま
りやすくなり、自覚症状がない
まま脳卒中や心臓病、腎臓病の
リスクが高くなります。
③ 改善するにはどうしたらいいの？
まずは自身の健康状態を知
るために、5月から始まる特
定 健 診 （ 国 保 ）、 長 寿 健 診 を 受
特定健診受診者の3人に1人がメタボ！

健康
ななお
ナビ
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七尾市国民健康保険加入者の皆さんへ

人間ドック受診費用の
一部を助成します
○受付開始日：5月11日（金）

○受診期間：6月～ 12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24年4月1日から昭和54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の人

②現在内科系などの疾病（心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧、脂質異常症など）により、治療
を受けていない人

※申請時に治療継続中か確認します

③平成29年度にこの制度を利用していない人
④平成30年度に特定健診を受けていない人

※同年度中は特定健診か人間ドック受診費用助成のどちらかの利用になります。

○受診費用

公立能登総合病院
内

訳

自己負担額
助

成

額

恵寿総合病院
内

訳

自己負担額
助

成

額

1泊2日

脳ドック

1泊2日・脳ドック併用

30,200円

67,200円

18,840円

13,000円

1泊2日

脳ドック

1泊2日・脳ドック併用

30,200円

68,000円

43,800円

19,500円
45,300円

13,000円

28,920円

29,200円

※別途、特定健診の自己負担分500円がかかります。

ただし、平成29年度に七尾市国民健康保険特定健診を受診した人は無料です。

○申請方法：窓口で申請が必要です。電話や郵便などによる予約や受付はできません。
○申請に必要なもの：七尾市国民健康保険被保険者証、はんこ、特定健診受診券
○窓口：保険課(パトリア3階)

田鶴浜行政サービスコーナー（田鶴浜地区コミュニティセンター内）
中島行政サービスコーナー（中島地区コミュニティセンター内）

能登島行政サービスコーナー（能登島地区コミュニティセンター内）
○受付日時：月曜日～金曜日

8：30 ～ 17：15（祝日、振替休日は除く）

問 保険課 ☎53-8420
七尾ごころ
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

手話奉仕員養成講座入門編

七尾市と中能登町にお住まいの
人が対象です。
あいさつや自己紹介など初歩的
な手話を学びます。
今年度は日中に開催します。
■日時 6 月15日～11月30日
14：00～16：00
（毎週金曜日開催、全23回）
■場所 パトリア 3 階会議室 ３
■定員 20人
■費用 5,240円（テキスト・資
料代）
■申込期限 6 月 8 日㈮
福祉課 ☎53-8464

三世代同居を考えている人へ

三世代で同居や準同居を始める
世帯が行う住宅の増改築に奨励金
を交付します。
■対象世帯
新たに三世代で同居や準同居
（それぞれの建物が直線距離で
50ｍ以内に居住）を始める世帯、
結婚を機に親や祖父母と同居や
準同居を始める世帯
■対象工事
子ども部屋や寝室の増築、ト
イレや浴槽、台所などの改修で
100万円を超える工事
■奨励金の額 50万円
※工事前に相談が必要です。
都市建築課 ☎53-8429

健康運動普及推進員養成講座
受講者募集

運動を通して地域の健康づくり
を推進するボランティアの養成講
座です。
■対象 健康と運動に関心のある
人
■日時 6 月12日㈫、6 月29日㈮、
7 月10日㈫（全 3 回）
9 ：30～11：30
■場所 七尾サンライフプラザ
■内容 健康や運動に関する講義
と実技
※運動の得意・不得意は
問いません。
■費用 無料
■定員 15人程度（先着）
■申込期限 5 月25日㈮
健康推進課

☎53-3623

福祉・介護のしごと出張相談

石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンターは、ハローワーク
に出張し、福祉の仕事や資格取得、
職場体験などの相談に応じていま
す。
■日時 5 月17日㈭、 6 月12日㈫
13：30～15：00
■場所 ハローワーク七尾
他のハローワークでも出張相談
を開設しています。
福サポいしかわ 出張相談

検索

石川県福祉の仕事マッチングサ
ポートセンター（福サポいしか
わ）☎076-234-1151

NANAO情報通
お知らせと募集

このコーナーは敬称を省略します

市の人口
平成30年 3 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,112世帯 （△ 55）
人 口 53,404人
（△284）
男
25,262人
（△154）
女
28,142人
（△130）
年齢別人口
0 ～ 20歳 8,418人
21 ～ 64歳 25,821人
65歳～
19,165人
転入 259人 転出
485人
出生
23人 死亡
81人
婚姻
13件

納税のお知らせ
固定資産税・都市計画税（ 1 期）
納期限： 5 月 1 日（火）
軽自動車税（全期）
納期限： 5 月31日（木）

愛の献血
５ 月 １ 日（火）
１３:３０ ～ １６：００
七尾産業技術専門学校
献血の詳しい情報は

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計

《構造計算専門店》
家の新築やリフォームでお悩みの方
病院、工場、事務所、店舗、住宅…
木の温もりある建物。可能性は無限大。

㈱西川総合建築／西川測量登記
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL/FAX

0767-85-2752

【担当 西川剛志 080-1965-6748】
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資格取得講習会(七尾会場)案内！
◆職長・安全衛生責任者教育

5/15・ 5/16

◆フォークリフト運転技能講習

5/17～

◆ガス溶接技能講習

5/28・5/29

◆小型移動式クレーン運転技能講習 6/7・6/8・6/10

◆玉掛け技能講習

検索

市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

6/21・6/22・6/24

◆車両系(ユンボ等)建設機械運転技能講習 6/25～
◆高所作業車運転技能講習

石川県赤十字血液センター

6/27・7/1

★労災・雇用保険の手続きは事業者の義務です！
事業主・ご家族・一人親方様の特別加入も 即手続きします。

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343
申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

植えてはいけない「ケシ」の花
家の周りに咲いていませんか

ケシの仲間は、春から初夏にか
けて色鮮やかな美しい花を咲かせ
るものが多く、ガーデニングや切
り花として人気があります。
しかし、ケシには法律で栽培が
禁止されているものがあります。
植えてはいけないケシを発見した
場合は、ご連絡ください。
※植えてはいけないケシは、葉が
茎を巻き込んでいます。

平成30年度七尾市
職員採用試験 （大卒程度）
■採用予定人数
職種
行政(上級)

採用予定人数
６ 人程度

■ １ 次試験(学科試験)
日時 ６ 月24日(日) 9 ：00 ～
場所 七尾市役所
■実施要項・申込書類の入手方法
①市ホームページからダウン
ロード
②本庁 3 階秘書人事課
③120円の返信用切手と角形 2
号の封筒を同封して郵便で請
求
※申込期間などの詳細は市ホーム
ページをご覧ください。

能登中部保健福祉センター
☎53-2482
七尾警察署 ☎53-0110

平成30年度下水道工事予定区域
次の区域で下水道工事を予定
しています。

■工事予定区域
矢田町、本府中町、御祓町
（変更になる場合もあります）
※工事予定区域を表示した図面は
市ホームページで確認できます。
上下水道課 ☎53-8430

悩みや不安を相談しませんか

心の健康や病気、引きこもり、
うつ病、アルコール依存症、認知
症などの悩みや不安を持つ人や家
族からの相談に専門医が応じます
（相談は無料、要予約）。
指定日以外の日は相談員や保健
師などが対応しますのでお気軽に
ご相談ください。
■日時 毎月第 1 ～ 4 木曜日
13：30 ～15：00
■場所 能登中部保健福祉センター
能登中部保健福祉センター
☎53-2482

秘書人事課 ☎53-8465
〒926-8611 袖ケ江町イ部25番地

不用品活用銀行

■ゆずります
洋服タンス、学習机、ライティ
ングデスク、壁掛型姿見、スタ
ンドミラー、チャイルドシート、
ベビーカー
■ゆずってください
大人用自転車 2 台、子ども用自
転車、ダイニングテーブルセッ
ト、パイプベット、椅子20脚、
収納ケース、水墨画集、ペット
サークル犬・猫用、ルームラン
ナー、アコースティックギター、
卓球台
※電気製品は取り扱いできませ
ん。
※登録期限は 6 カ月です。
※次の場合、環境課に連絡が必要
です。
・交渉の成立・不成立。
・登録した品物を処分した。
・品物が不要になった。
環境課 ☎53-8421

高齢者いきいき入浴補助券
を配布

入浴施設を利用して、健康づく
りや交流をしませんか。
今年度、70歳以上の人が入浴施
設を利用する際に、利用料の一部
を補助する入浴補助券を対象の人
に郵送します。
■対象
市内に住所がある70歳以上の人
・要介護 3 以上の人と施設入所
者などは除く
・基準日は 4 月 1 日
■補助券 1 枚200円、12枚つづり
（本人のみ使用可）
■利用施設
和倉温泉総湯、湯川温泉龍王閣、
ほっとらんどNANAO、健康増
進センターアスロン、ひょっこ
り温泉島の湯、なかじま猿田彦
温泉いやしの湯、宝湯、山王湯、
弘法湯、弁天湯、ことぶき湯
※七尾サンライフプラザと中島健
康福祉センターすこやかの入浴
サービスは 3 月31日で終了しま
した。
■使用期限 平成31年 3 月31日
■郵送時期 5 月下旬（予定）
高齢者支援課

☎53-8463

こころの健康相談

不安や悩みを抱え、食欲がなく
なる、寝付きが悪い、憂うつな気
分になるなどの症状はありません
か。市の保健師が、電話や面談で
相談に応じています。必要に応じ
て心理士による相談も可能です。
本人に限らず家族も相談できます
のでお気軽にご相談ください。
■相談日時
月～金（祝日、振替休日除く）
8 ：30～17：15
■場所 パトリア 3 階
健康推進課

☎53-3623

七尾ごころ
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

5 月は「赤十字運動月間」
赤十字の活動にご理解とご協力を

日本赤十字社は、災害救護・救
援活動をはじめとして、救急法の
普及や赤十字奉仕団の活動支援、
ボランティアの育成、医療・献血
事業など、人々が安心できるさま
ざまな活動を行っています。
こうした活動の根幹となってい
るのが、会員や協力会員の皆さま
の会費です。毎年 5 月は「赤十字
運動月間」として会費の納入をお
願いするとともに、新たな赤十字
会員の加入を呼び掛ける月間と位
置づけています。
赤十字の活動は、近年、増加傾
向にある災害の救援・救護活動な
ど、突発的で人命に直接関わる事
業が中心です。活動資金となる会
費納入にご理解とご協力をお願い
します。

日赤公式マスコットキャラクター
日本赤十字社

会員

検索

福祉課（日本赤十字社石川県支
部七尾市地区事務局）
☎53-3625

歯科健康フェスティバル

80歳まで自分の歯を20本保つた
めには、日頃から自分の歯に関心
を持ち、虫歯や歯周病の予防に取
り組むことが大切です。
ご家族そろってお越しくださ
い。
■実施日 6 月 3 日㈰
■受付時間 9 ：00～11：30
■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
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食生活改善推進員養成講座
受講者募集

食を通して地域の健康づくりを
推進するボランティアの養成講座
を実施します。
■対象 食と健康に関心のある人
■日時 6 月12日㈫、6 月29日㈮、
7 月10日㈫、7 月27日㈮、
8 月 3 日㈮ (全 5 回)
9 ：30～13：00
■場所 七尾サンライフプラザ
■内容 食と健康に関する講義と
栄養実習、試食
■費用 無料
■定員 30人程度(先着順)
■申込期限 5 月25日㈮
健康推進課 ☎53-3623

年に一度は体のチェックを

受診券が届いたら忘れずに申し
込みましょう。
■期間 5 月～12月
■種類
・がん検診
（各世帯に 1 通緑色の封筒で
案内）
・特定健診、30歳代健診、長寿
健診
（対象者に 5 月上旬に青色の
封筒で案内）

Jアラート全国一斉
情報伝達訓練の実施

Jアラートは、地震や津波、武
力攻撃などの緊急情報を、国から
市町村へ、人工衛星などを通じて
瞬時に伝えるシステムです。
Jアラートからの緊急情報を、
さまざまな手段を使い、市民の皆
さんにお伝えするための情報伝達
訓練を行います。
■日時 5 月16日㈬ 11：00
■情報伝達手段
屋外スピーカー、防災ラジオ、
ラジオななおを選局した通常の
ラジオ、インフォメールななお
など
■放送内容
上りチャイム音
「これはJアラートのテストで
す」（ 3 回繰り返し）
「こちらは七尾市です」
下りチャイム音
総務課防災対策室（本庁 5 階）
☎53-6880

健康推進課

☎53-3623

法律相談

■日時・弁護士
5 月10日㈭ 林 正人
5 月17日㈭ 春田 仁志
5 月24日㈭ 東 祐紀
5 月31日㈭ 小蕎 秀臣
6 月 7 日㈭ 樋詰 哲朗
13：30～16：00
■場所
パトリア 5 階フォーラム七尾
■申込方法

相談日前日の17時までに電話予約
■定員 5 人（先着順）
■相談料 5,400円
※負担が困難な人で、法律援助資
力基準に該当する場合は無料。ク
レ・サラ相談は初回無料。
金沢弁護士会
☎076-221-0242

桜の苗木の無料配布

七尾市を「桜のまち」にするた
め、苗木を無料で配布しています。
沿道から見える場所に桜を植えて
みませんか。
■桜の品種
大漁桜、神代曙、舞姫、一葉、
紅華、関山、八重紅大島、
華加賀美
■苗木の大きさ
高さ約1.5ｍ、太さ約 1 ㎝
■出荷元
公益社団法人 日本花の会
■申込方法
申込書を持参か郵送、ファクス
で提出
■申込書の配置場所
市役所本庁 2 階(都市建築課)、
パ ト リ ア 3 階（ 市 民 ロ ビ ー）、
ミ ナ． ク ル 2 階（ 行 政 施 設 ）、
各地区コミュニティセンターと
分館、市立図書館
※市ホームページからもダウン
ロードできます。
■申込期限 6 月25日㈪
■配布時期 11月下旬
都市建築課
☎53-8469 FAX 52-9288
〒926-8611袖ケ江町イ部25番地

市街地のごみステーションに
イノシシが出没

夜間に市街地のごみステーショ
ンでイノシシの目撃がありました。
イノシシは夜間でも餌を求めて
活動し、餌があると分かれば、繰
り返し食べに来ます。
夜間のごみ出しは控えて、収集
日当日の朝に、ごみを出すようご
協力をお願いします。
農林水産課鳥獣被害対策室
☎53-8422

中島ロータリークラブ主催
第11回健康フォーラム
～生き活きハッピーライフ
ようこそ食と健康の世界へ～
■日時

6 月 3 日㈰
10：00～12：30
■場所 中島地区コミュニティ
センター
■費用 無料
■講演内容
『口の健康から始まる「老化予
防」ってご存知ですか？』
公立能登総合病院
歯科口腔外科 長谷 剛志
『終末糖化産物（AGE）から老
化をすすめる生活、若返る生活
とは？』
石川県健康管理士会
村瀬 恵都子
中島ロータリークラブ事務局
（田畑）☎090-2098-4505

七尾市ゴルフ協会
ジュニア＆レディース
ゴルフスクール

初心者歓迎で、道具が無くても
参加できます。
■対象 小学生～高校生（男女不
問）、市内在住または市
内に通学、通勤する女性
■講師 山下 英章
日本プロゴルフ協会トー
ナメントプレーヤー会員
■日時 毎月第 3 土曜日
18：00～20：00
■場所 エビアンゴルフ倶楽部
（旭町）
■費用 1 回2,000円
(受講料とボール代込み)
※ 1 回だけでも参加できます。
※ 1 週間前までに予約してくださ
い。
七尾市ゴルフ協会
(エビアンゴルフ倶楽部内)
☎57-3636

東京2020オリンピック・パラ
リンピック フラッグツアー

東京2020大会に向けたオール日
本での気運醸成を目的として、競
技開催都市を皮切りに、東京2020
オリンピック・パラリンピック
フラッグツアーを全道府県で実施
します。
市にもオリンピックフラッグ・
パラリンピックフラッグが届きま
す。
ぜひご覧になり、東京2020オリ
ンピック・パラリンピックを盛り
上げましょう。
■フラッグ展示日時
5 月16日㈬ 8 ：30 ～17：15
■展示場所
市役所 1 階市民ロビー
■展示内容
オリンピックフラッグ・パラリ
ンピックフラッグ展示、大会関
連パネル
スポーツ・文化課

☎53-3661

第25回崎山灯台まつり
■日時

5 月27日㈰
10：00～14：00
■場所 鵜浦漁港広場
雨天時：旧北星小学校体育館
■内容（天候などにより変更になる場合あり）
・能登観音崎灯台一般公開
10：30～14：00
・特産品テント市
・遊漁船で七尾湾見学
・おにぎりと灯台汁無料配布
（先着500人）
・アトラクション出演者
彩の会（歌謡民謡舞踊）
大井進、出戸ひとみ（歌謡ショー）
あらた、つなぎ（よさこい）
大念寺八幡太鼓、鵜浦豊年太鼓
（太鼓）
七尾東部中学校吹奏楽部

崎山地域づくり協議会

検索

崎山灯台まつり実行委員会
☎58-1111

七尾ごころ
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

富山県高岡市交流情報
伏木曳山祭「けんか山」
羽咋市

妙成寺五重塔まつり
［日時］ 5 月 6 日㈰ 10：00～ 16：00
［場所］妙成寺（滝谷町）
［内容］五重搭特別
拝観や慶讃法要、建
立400年記念奉納舞
踊、茶会、白象行列、
小唄・笛、能楽など
五重塔まつり実行委員会
☎0767-27-1226

志賀町

土田の郷オープンガーデン2018
能登の春を鮮やかに彩る
のとキリシマツツジが見ら
れる庭を公開しています。
［期間］ ５ 月中旬まで
［場所］土田地区
のとキリシマツツジ土田の郷
センチュリー会（辻口）
☎0767-37-1404
※土・日、祝日は能登の旅情報センター
☎0768-26-2555

中能登町

喜色満面 第15回 つばさ祭り
［日時］
5 月20日㈰
10：00～14：00
［場所］
つばさの会(良川)
［内容］
アトラクション・模擬店など
つばさ祭り実行委員会
☎0767-74-2055

昼は花山車、夜は提灯山車へと
装いを変える港町の勇壮な曳山
祭。約 8 トンの山車が激しくぶつ
かり合う「かっちゃ」は見もので
す。
■日時 5 月15日㈫
曳出時間 11：00～
18：40～24：00
かっちゃ 19：30、22：30ごろ
■場所 高岡市伏木地内、山町一帯
高岡市観光交流課
☎0766-20-1301

第 3 回クラフト雑貨と
フードのおもちゃ箱
「クラバコ」

緑いっぱいの公園で開催するク
ラフトイベントです。全国から55組
を超える作家たちが集結します。
フードや体験コーナーも充実。子
どもから大人まで楽しめる 2 日間。
■日時 6 月 2 日(土)、 3 日(日)
■時間 10:00～16:30
■場所 希望の丘公園
さくらの広場
都市建築課 ☎53-8469
クラバコ実行委員会
メール:kurabako9585@gmail.com

七尾ごころ 2018.5

共通事項
■時間 9 ：00～17：00
■入園料 大人200円
中学生以下無料
氷見市海浜植物園
☎0766-91-0100

長野県飯山市交流情報
第 6 回北信州ハーフマラソン
エントリー受け付け中

全国ランニング大会100選に選
ばれた大会に参加して、爽やかな
北信州を駆け抜けてみませんか。
■日時 9 月23日（日・祝）
■種目 ハーフマラソン、10キロ、
3 キロ
■費用 種目によって異なります。
検索

北信州ハーフマラソン大会事務局
☎0269-62-3111

婚活参加者募集

19

ひょうたん展
氷見ひょうたん同好会の皆さん
の作品を展示します。
■期間 5 月 7 日㈪まで
【ひょうたん和紙貼り教室】
■日時 5 月 3 日（木・祝）～
5 日（土・祝）
10：00～15：00
※要材料費
ハーブ展
人間の生活に関わりのある植物
「ハーブ」などを展示します。
ハーブの苗販売もあります。
■期間 5 月25日㈮～ 7 月 2 日㈪

北信州ハーフマラソン

宝達志水町

おいしいそうめん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、婚
活で皆さまの花を咲かせてほしいと願ってい
ます。参加をお待ちしています。
［日時］ 7 月 8 日㈰ 10：30 ～13：00
［場所］さくらドーム２１ クッキングルーム
［対象］おおむね25～45歳の男女
［持ち物］エプロン、タオル
（調理しやすい服装）
［参加費］500円
［申込期限］ 6 月12日（火）
健康福祉課 ☎0767-28-5526

富山県氷見市交流情報

荏原商事株式会社能登支店
七尾市本府中町ニ４０番地１
℡ 0767(57)5200
昭和２３年設立 創業７０年
ポンプ・水処理メーカ荏原製作所の
特約代理店
業種：上下水道／ごみ処理／揚排水
機械電気設備工事・維持管理
●中途採用募集●
施工管理技士優遇 資格手当有
就業時間 9:00～17:30 週休２日制

今月の市民相談
（※祝日は除きます）

総務課人権・男女共同参画室

☎５３－１１１２

相談の種類

消費生活相談

相談担当者：消費生活相談員、担当職員

主な内容

借家・借地・金銭貸借・多重債
務・相続・離婚などの法律問題
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
相談担当者：弁護士
相続・登記・財産管理・多重債
登記相談（予約制・先着４人）
務・土地の境界について
相談担当者：司法書士、土地家屋調査士
国・県・市などの行政機関に対
する意見や要望など

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

所

相談日

悪徳商法などの消費トラブル

法律相談（予約制・先着５人）
相談担当者：弁護士

行政困りごと相談

場

日常生活の困りごと、人権相談

毎週月～金曜日

5月18日（金） 13:00 ～ 15:00
※以下4つの相談受付は終了の20分前まで

5月21日（月）
13:00 ～ 15:00
6月 4日（月）

本庁
市民相談室

能登島地区コミュニティセンター
行政相談、日常生活の困りごと、
田鶴浜地区コミュニティセンター
相談担当者：行政相談委員、人権擁護委員 人権相談
中島地区コミュニティセンター
女性の悩み・ＤＶなど（電話相
パトリア５階
女性なんでも相談
談有り ☎５２－７８３０）
フォーラム七尾
相談担当者：専門相談員

子育て支援課

☎５３－８４４５
養育・家庭生活・ＤＶなど

結婚相談

結婚に関する相談

相談担当者：担当職員

相談担当者：七尾市認定結婚相談員（縁結びist）

スポーツ・文化課

相談担当者：保健師

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

5月21日（月） 10:00 ～ 12:00
5月21日（月） 13:00 ～ 15:00
毎月第１～
13:00 ～ 17:00
第４火・金曜日

毎週月～金曜日

パトリア５階
フォーラム七尾

対象：小中高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
（相談専用電話 ☎５２－０７８３）

☎５３－３６２３

こころの健康相談

パトリア3階
相談室ほか

毎月第１～
第４水曜日

毎月第１～
第４火曜日

8:30 ～ 17:15
17:30 ～ 19:30

☎５３－３６６１

親と子のなんでも電話
相談室（オアシスライン）
健康推進課

8:30 ～ 17:15

5月11日（金）
13:00 ～ 15:30
5月25日（金）
5月14日（月）
13:30 ～ 16:00
5月28日（月）

本庁
市民相談室

行政・市民くらしの相談

児童・ひとり親・女性相談

時 間

心の健康に関する相談

毎週月～金曜日 13:00 ～ 16:00

パトリア3階
相談室ほか

毎週月～金曜日

8:30 ～ 17:15

『1リットルの涙』
精神論をバカにする人に成功はない。
情熱、熱意、執念、気合、根性。
死ぬほどやる！意識を失うぐらいやる！
時間、労力、思考をすべて仕事に注ぐ！
最後は作業量と体力、精神力で勝負。
毎日の習慣と努力が自分を成長させる！

有料広告欄

14回目

西川総合建築／西川測量登記
代表取締役社長 西川剛志

七尾市本府中町ハ部28-1
（七尾市役所向い ホテルルートイン前）

七尾ごころ
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今月の休日医療
健康推進課
休日歯科当番医
9：00 ～ 12：00
梅歯科医院
☎53-5544
山王町

4月30日
（月・振休）
5月 3日
（木・祝）

マツモト歯科医院
☎53-4180
御祓町
大森歯科医院
☎53-0343
府中町

5月 4日
（金・祝）

守友歯科医院
☎53-1320
神明町

5月 5日
（土・祝）
5月 6日
（日）

西野歯科医院
☎53-7265
矢田新町

5月20日
（日）
5月27日
（日）
6月 3日
（日）

和倉歯科クリニック
☎62-2244
石崎町
みやした歯科医院
☎62-1719
石崎町

☎５３- ３６２３

七尾市休日当番医

休日当番薬局

よつば薬局
℻74-2201
中能登町良川

中山薬局パトリア店
℻54-0738
御祓町
みそぎ薬局
℻52-8281
小島町

徳田あおぞら薬局
℻57-0892
下町
坂本薬局
℻53-0026
塗師町

あおぞら薬局石崎店
℻62-3912
石崎町
なかのとまち薬局
℻76-2729
中能登町二宮
はせがわ薬局
℻76-2160
中能登町井田

◆休日当番薬局（土）
5月12日（土）

あさひ薬局
℻57-1293 千野町

最新情報を確認してください。

9：00 ～ 12：00

瀬川薬局
℻53-3557
鍜冶町

春木歯科クリニック
☎53-0313
塗師町

新聞または市ホームページで

検索

休日在宅当番医

9：00 ～ 12：00( 開局時間）

いしがきファミリー歯科
☎52-5250
本府中町

5月13日
（日）

※変更になる場合がありますので、

5月19日（土）
あおぞら薬局万行店
℻52-8932 万行町
2018/3/20

小児休日当番医

9：00 ～ 12：00

診療科目

岡田胃腸科外科クリニック

☎53-7211

万行町

かじ内科クリニック

☎76-0002

中能登町二宮

岡部内科クリニック

☎52-3007

本府中町

村田医院

☎66-0017

中島町上町

山田産婦人科医院

☎52-3035

御祓町

安田医院

☎72-2027 中能登町能登部下

円山病院

☎52-3400

府中町

浜岡整形外科クリニック

やまざきクリニック
☎53-4976
内科・消化器内科・外科
つつじが浜

内科・外科・胃腸科

公立能登総合病院
☎52-6611
内科・眼科
藤橋町
内科

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

産婦人科
内科

さはらファミリークリニック
☎62-3765
整形外科
石崎町
内科

☎62-8050

石崎町

桑原母と子クリニック ☎52-4103

国分町

おくむら内科胃腸科医院

☎57-0753

下町

国下整形外科医院

☎54-0131

大和町

辻口医院

☎66-0118

中島町浜田

外科・循環器科

清水眼科医院

☎52-6383

米町

森クリニック

☎54-8688

国分町

国立病院機構七尾病院
☎53-1890
胃腸外科・肛門外科・内科
松百町

浜野クリニック

☎52-3261

小島町

浜岡整形外科クリニック

☎62-8050

石崎町

整形外科

北村病院

☎52-1173

御祓町

内科

藤田医院

☎0767-26-1021

羽咋市大町

内科

公立能登総合病院
☎52-6611
内科・胃腸内科
藤橋町
産婦人科

公立羽咋病院
☎0767-22-1220
羽咋市的場町

整形外科

眼科

内科・外科 やまざきクリニック

☎53-4976
つつじが浜

志賀クリニック
☎0767-32-5307
志賀町高浜町

5月26日（土）

6月2日（土）

ふじはしまち薬局
℻57-5363 藤橋町

コトブキ薬局
℻52-8114 桜町

※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。

おもてなしの真心を込めた
プロの「清掃」を目指します！
●
２０分
●
４５分

ケービックス中日本株式会社

七尾・鍛冶町

0120–87-5581

石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

1

ゾーンマガジン

能登・七尾からいろんな元気を発信中！
株式会社 政 浦 七尾市古府町へ部37番地
Tel. 0767-52-8382 http://www.zoun.jp
第一印刷株式会社 七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800
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円（税別）

ご予約時間を受け付け中です

スタッフ随時募集中！
お気軽にお問合せください♪

七尾市和倉町タ部29番地２

円 （税別）

魅 力ある紙 面 で
見る人を 笑 顔 に 。
企画・デザイン・撮影・編集・DTP・印刷
製本と一貫したラインで、パンフレット・
広報誌・販促チラシなどの商業印刷物など
を取り扱っております。

Dp

daiichiprint

第一印刷株式会社

Tel.0767-53-3800
info@daiichiprint.co.jp

■本社／七尾市古府町へ部34-1
■金沢営業所／金沢市諸江町中丁260-1

スポーツギャザー770の
ジュニアスポーツ教室
スイミング テニス

サッカー

春だ！
さあ、
始めよう！

験
無料体
す
できま

無料体験のお申し込みは☎５２−２９７０

スポーツギャザー７７０

テキストを入力してください

検索⏎

84-1175
Information

イベ ン ト 情 報

84-1271

84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175
7/22
まで

企画展 ガラスの植物園 84-1271

植物の魅力的な姿や生命力は、古来より芸術家の創造力を
53-1500
かき立ててきました。自然の造形への驚き、はかなく美し
いものへの憧れ、記憶や感情などを内包するガラスの植物
たちの姿をお楽しみください。
■会
期 7月22日(日)まで
■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
■休 館 日 5月15日(火）

66-2323

スペシャルワークショップ

「身近な草花で作るハーバリウム」
■日
時
■参 加 費
■場
所
■定
員
■対

象

能登立国1300年

4/28

長谷川等伯展 ～等伯の挑戦と継承せし者たち～
66-2323

5/27

等伯若年時の色鮮やかな仏画や花鳥画、巧みな技による晩年
の水墨画に、息子や弟子の作品など計27点を展示していま
す。七尾初公開作品もありますので、ご覧ください！
■会

期

5月27日(日)まで
※会期中無休
■開館時間 9:00 ～ 17:00
(入館は16:30まで)
■観 覧 料 一般800円、
大高生350円
※中学生以下無料

5月4日(金・祝)、6日(日) 各日14:00から
1,000円
別棟(旧ショップ・カフェ棟)2階
各日20人
(要電話予約、先着順)
小学校高学年以上

「微小世界の拡大標本」勝川夏樹
2016 年、作家蔵

京都市指定有形文化財
「豊干・寒山拾得・草山水図座屏」( 部分 )
長谷川等伯筆 京都市・妙心寺蔵
（画像の豊干禅師は 5/13 まで展示）

84-1175

「大黒布袋角力図絵馬」
長谷川宗也（新之丞）筆
京都市・八坂神社蔵

84-1175

★等伯子どもなんでもクイズ(参加無料)
会期中、小中学生対象のクイズを開催。全問正解の人に抽選で
53-1500
グッズをプレゼント。

84-1271
☎84-1271
4/27

いよいよ
53-1500
「のと海遊回廊」オープン !!
66-2323

84-1271

☎66-2323
66-2323

加藤健一事務所

7/7
・
7/8

「煙が目にしみる」

舞台は斎場の待合室。最愛の父を亡くした家族の様子がその
まま舞台になった異色の作品。大勢の人が集まって見えて
くる人間模様、そしてこんな日に限って起こるドタバタに、
加藤健一演じるおばあちゃんが大奮闘！波瀾、感動、涙あり、
そして思わず笑っちゃう最期のお別れの日のドラマです。

プロジェクションマッピングやさまざまな角度から生き物
が観察できるドーム型の「のと海遊回廊」が、いよいよオー
プン。まるで海の中を散歩しているような気分を楽しめま
す。

のとじま感謝祭開催

5月3日(木・祝) ～ 5日(土・祝)の期間中、ペンギンたちが
皆さんをお出迎えします。
また、5月5日(土・祝)は中学生以下入場無料です。

企画展「鯛展～さまざまなタイたち～」開催中

言わずと知れた魚の王様「タイ」の仲間を展示しています
ので、ご覧ください。
☆詳細はホームページでご確認ください☆

加藤健一

■日

時

■出
演
■前売料金

新井康弘

雨宮良

山本郁子

7月7日(土) 14:00開演、18:30開演
7月8日(日) 14:00開演
加藤健一 新井康弘 雨宮良 山本郁子ほか
一般6,500円、高校生以下4,500円（全席指定）
※当日券は500円増し ※未就学児入場不可

七尾ごころ
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みんなの本棚

ケーブルテレビななお
11チャンネル番組ガイド
時間帯
00
30
5
57
00
6

月
火
水
市からのお知らせ
七尾の祭り
ななおいきいき体操

7

57
00

ななおいきいき体操

00
30
57
00

いきいき 100 歳体操
ニュースプレイバック
ななおいきいき体操

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

00
00
30
00

木

うちどく

金

土

23日はななお家読の日

日

七尾市立図書館のホームページでは、図書館の最新情報が見られます。また、
蔵書検索や図書の予約（事前に登録が必要）ができます。ぜひご利用ください。

ニコニコちゃんねる

市立図書館
矢田郷地区コミュニティセンター図書室
田鶴浜地区コミュニティセンター図書室
中島地区コミュニティセンター図書室

ニコニコちゃんねる

くらべる世界

ニコニコちゃんねる

おかべ たかし 文、山出 高士 写真

全国のケーブルテレビ番組を放送

がある？ネクタイのストライプ柄の向き
にはイギリス式とアメリカ式がある？朝

ご飯やカレンダーなど33項目を取り上げ

リクエストコーナー（日替わり）

「日本とアメリカ」「イギリスとフランス」
といった２カ国間での違いを写真で比べ

ニコニコちゃんねる

みたコラム」も楽しめる。

00
57
00

ニコニコちゃんねるセレクション（過去の番組を放送）
ななおいきいき体操

スイート・ホーム

00
30

ニュースプレイバック
市からのお知らせ

て解説する。そのほか会話のちょっとし
たネタになりそうな豆知識が満載の「世
界コラム」や、作者たちによる「やって

原田 マハ 著

ニコニコちゃんねる

が入らなければ、明るい絵を掛ければいい。家は、そこ

に住む人が明るく、温かくするものなのだから。美しい
高台の街にある小さな洋菓子店「スイート・ホーム」は
愛に満ちている。日常の中に潜む幸せを探してみたくな

る、心温まる短編集。阪急不動産のホームページ『阪急
宝塚山手台』掲載を加筆修正。

5月7日(月) ～ 13日(日)
七尾市体育協会スポーツ医科学研究会特別講演
14日(月) ～ 20日(日)
なかじまプロジェクト市民公開講座
21日(月) ～ 27日(日)
匠の街コンサート
28日(月) ～ 6月3日(日)
花嫁のれん展・花嫁道中

日時:5月12日(土)10:00～15:00
＊秘密厳守＊
＊事前予約制＊

TEL:0767-52-0008
予約受付時間平日9:30～17:00

七尾市亀山町3-1
七尾郵便局横七尾駅より
徒歩５分（駐車スペース有）

弁護士法人出口法律事務所七尾事務所
弁護士 宮崎 昇一郎
（金沢弁護士会 所属）
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図書館からのお知らせ
〇開館時間の変更

市立図書館
矢田郷地区コミュニティセンター図書室
中島地区コミュニティセンター図書室

〇図書館友の会総会・講演会

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集
■発行部数

毎月22,500部

■サ イ ズ

縦55㎜×横55㎜

■掲載料金

黒
10,000円
カラー 20,000円

※申込書は市ホームページからダウンロードできます。

問

10:00～18:00(年末年始除く)
9 :00～17:00(月、祝除く)
9 :00～17:00(日、祝除く)

日時：5月12日(土)13：00 ～（講演会14：00 ～）
場所：パトリア3階会議室3・4
講師：土肥 富士夫(能登国分寺展示館館長)
演題：能登立国1300年について

☎53－1130 (平日9:00~14:00)
☎53－8699

無 料 法 律 相 談 会

《ポプラ社》

もしも窓がなければ、窓辺のように花を置けばいい。光

【今月のニコニコちゃんねる】

交通事故、相続、離婚、債務、登記等
お困りごとをお気軽にご相談ください。

《東京書籍》

フランスのじゃんけんには第4の手「井戸」

いきいき 100 歳体操
ニュースプレイバック

番組のリクエストは
加入や契約の相談は

☎53-0583
☎53-3662
10月末まで休館
☎66-8000

新着情報

いきいき 100 歳体操
ニュースプレイバック
ななおいきいき体操

00
30
57
00

検索

七尾市立図書館

広報広聴課

☎53-1130

七 尾ごころ
4月27日発行

No.164 平成30年（2018）

5月号

青柏祭へは、
無料シャトルバスの
利用が便利です
毎年10万人を超える観光客や市民でにぎ
わう一大イベント。
当日、七尾駅周辺の道路は大変混雑しま
す。近郊の臨時駐車場から無料シャトル
バスを運行しますので、バスを利用して交
通渋滞の緩和にご協力ください。

日時

編集・発行

〒926-8611

5 月4日（金・祝）
5日（土・祝）
9:00～16:45

東

臨時駐車場と
運行経路

東

矢田新第一埠頭 ⇒ 袖ケ江地区コミュニティセンター横

西

EIZOエムエス㈱七尾工場・公立能登総合病院⇒パトリア前

西

矢田新第一埠頭

恵寿総合病院

★

七尾総合
市民体育館

★

七尾
高校

EIZOエムエス㈱
七尾工場

☎53-8424

七尾
城北高校

パトリア前

★
七
尾
駅

七尾市役所

GS

線

ワークパル七尾

★

交番

観光交流課

七尾美術館

公立能登
総合病院

七尾港湾
合同庁舎

尾

能登食祭市場

★

小丸山城址
公園
七

広報広聴課

石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

七尾市市民生活部

袖ケ江地区コミュニティセンター横

小丸山小学校

GS

七尾藤橋郵便局

※金沢・能登方面からは 西 、富山方面からは 東 の臨時駐車場が便利です。

Editor's Note

編集後記
４月から広報 広聴課に配属と
なりました河本です。さまざまな
TEL.0767-53-1130

FAX.0767-52-0374

場面で新たなスタートが切られる

おままごと
だーいすき♡

季節となりました。私も今までと
お父ちゃんと
入るお風呂、
大好き！

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

U R L . http://www.city.nanao.lg.jp/

かわうち

川内

ひ

か

り

陽香莉ちゃん

（父：友晴／母：智香子）万行町

平成25年
９月４日
生まれ

自由でマイペースなひかり。女の子ら
しくオシャレも大好き！！これからも
兄妹仲良く明るく元気に育ってね♡

やまざき

山崎

ほ の か

歩果ちゃん

（父：洋／母：夏奈子）万行町

平成29年
4月17日
生まれ

手を打ったり首をかしげたり、かわいら
しい仕草が増えてきたね。のびのびと
たくましく、素直な子に育ってね。

は違う環 境となり心機 一転した
ところですが、目まぐるしく毎日
が過ぎる１カ月でした。これから
いろんなことにアンテナを張り、
充 実した情 報をお伝 えしていけ
るよう頑張りたいと思います。ま
だまだ未熟ではありますが、広報
１年生をどうぞよろしくお願いい
たします。

未就学のお子さんを募集中！！掲載を希望する人は、広報広聴課（☎53-1130）までお気軽にご連絡ください。

スマートフォンアプリ
「マチイロ」
http://machiiro.town/lp/
ishikawa_nanao

「七尾ごころ」Catalog Poket

＊この広報誌は、限られた資源を大切にする
ために、古紙配合率 100％再生紙と大豆油
インキを使用しています。

本誌掲載の写真・記事・イラストなどの無断転載を禁じます。

（河本）

