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広報ななお

〜すべては、
七尾の未来のために〜

次世代が働ける場︑働きたい仕事を残すために

ʙಅ১ዒƱǇƪƷசஹǛᎋƑǔ
年間で事業所が半数に

全国的に︑人口減少や少子高齢化な
年前に5000件を超え

どを背景に事業所の廃業が進んでいる︒
市でも︑約
ていた事業所が減少の一途を辿り︑
2025年には2500件ほどになる
と予想されている︒七尾の経済的な地
盤沈下を防ぎ︑若者が働ける魅力ある
企業をいかに地域に残すことができる
かが︑課題となっている︒

新たな価値を持った企業を生み出す
そこで︑市は国の地方創生交付金を
活用したローカルベンチャー推進事業
に取り組み始めた︒ローカルベン
チャーとは地域に新しい事業を生んで
成長し続けるシステムを作り︑人材と
資金の流れを都市から地方へと移すこ
と︒この事業の中核を担っているのが
市が一部出資している七尾街づくりセ
ンター株式会社である︒未来の七尾の
経済を支えるために︑市内企業の経営

検索

七尾街づくりセンター

七尾のブランディング

七尾の知名度アップ

七尾街づくり
センター株式会社

経営支援

事業承継

人材育成

20

市内の全企業を支援

◇企業とまちを元気にする取り組み

30
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支援や人材育成だけでなく︑企業が

チャレンジしたい︑若者が住みたいと

思えるような地域づくりにも取り組ん

でいる︒

廃業は地域の活力に関わる問題

経営者の高齢化や後継者不在による

廃業を防ぐため︑ローカルベンチャー

推進事業の1つとして︑今年2月に﹁七

尾事業承継オーケストラ﹂が発足した︒

団体がそれぞれの

官民連携の支援ネットワークで︑支援

の枠組みに加わる

専門知識やノウハウなどを生かし合い︑

事業承継が困難な案件を解消する︒

廃業か︑事業承継か︒家族に後継者

がいなければ廃業を選ぶという事業所

が後を絶たない︒しかし︑都市部から

地方に移住したい人の中には︑マネジ

メントやマーケティングなど都会で

培ったスキルを生かせる仕事を求めて

いる人がいる︒また︑市内でもライフ

スタイルに合った働き方を探している

人がいるのではないだろうか︒既存の

事業に新たな価値が加わる可能性を持

つ事業承継が円滑に行われることは︑

﹁住んで働き続けたい﹂まちの実現につ

ながっていく ︒

23

七尾事業承継オーケストラ 〜「重層的な支援」をするネットワーク〜
金融機関

行政関係

情報共有

（公的機関）

≪事 務局≫

七尾街づくりセンター
株式会社
ななお事業承継相談所

経済団体

協力依頼

外部機関

（人材会社など）

士 業

■目的
七尾の経済的地盤沈下を防ぐ
■目標
①廃業数、倒産数を減らす
②若者が働ける場、働きたい仕事を残す
③七尾の伝統文化を受け継ぐ企業を残す
■手段
関係機関が連携して、困難度の高い
案件に取り組む

3人の専門職を配置

3

ローカルベンチャー
シニアマネージャー

移住コンシェルジュ

ローカルベンチャー
アテンダント

ローカルベンチャーアテンダントと
移住コンシェルジュと協力して、七
尾でチャレンジする企業を増やし、
新たな雇用を生み出す人材。

移住相談や移住者のサポート、移住相
談セミナーや交流イベントの開催、県外
に向け七尾の魅力・人の発信などを通じ
て移住希望者を呼び込むことを行う人材。

地域の強みと企業が持つ経営
資源を組み合わせ、事業者と共
に経営課題を解決し、雇用拡大
につながる経営支援を行う人材。
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企業に新たな価値を生み出す仕組みをつくる
景 さん

Kei Tomoda

ローカルベンチャーアテンダント

友田

しての経験を生かして腕を振るって

れまでの企業再生コンサルタントと

けてサポートしている友田さん︒こ

る企業などを訪問し︑課題解決に向

と︑事業承継オーケストラに相談す

でか山を曳いたし︑石崎奉燈祭も見

が七尾へ遊びに来るので︑みんなで

休になると大阪で生活している家族

市街地の空き家を購入しました︒連

アテンダントとして活動するために

﹁週3日程度ローカルベンチャー

ばいいんです﹂とまちの魅力アップ

い る ︒﹁ 住 民 の 皆 さ ん は ︑ 七 尾 に は

に行く予定です﹂と︑生活が充実し

働く人々と共に︑既存の企業に新た

何も無いと言うが︑仕事は各業種業

ていることを笑顔で話す友田さん︒

にも思いを巡らせる︒

態全てがそろっている︒若者の働く

地域住民が自分たちの力でまちを

な価値を生み出す仕組みをつくろう

年

発展させられるよう︑ビジネスにこ

場や︑やりたい仕事をつくり︑

後の七尾の経済を支える仕組みをつ

を感じていたので︑ローカルベン

て七尾の事業に携わり︑まちの魅力

﹁5年前に︑コンサルタントとし

業を底上げする役割にやりがいを感

支援するだけでなく︑まち全体の産

けを話した友田さん︒個別に企業を

チャーアテンダントになったきっか

つくりたい︒例えば夜遊ぶ所が無け

しく頑張っていけるような仕組みを

耳を傾け﹁まちの人たちみんなで楽

ランディングがしたい﹂などの声に

路拡大のヒントが欲しい﹂
﹁地域でブ

けて力を注ぐ︒

掛け︑思い描いた七尾の将来像に向

だわらずいろいろな面白い企画を仕

チャーアテンダントの募集に手を挙

じたそう︒

れば︑自分たちで交流の場をつくれ

げました﹂と︑地方の企業をサポー

月に着任し︑七尾で暮らし

昨年

の司令塔として︑事業者からの﹁販

友田さんは七尾街づくりセンター

の役目を話す︒

くることが︑私の仕事です﹂と自分

10

トし︑雇用を生み出すローカルベン

10
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七尾に必要な人材を呼び込む
移住コンシェルジュ

く七尾の良さを発信する仕事に魅

ていて︑エリアを七尾に絞り︑深

く浅く紹介するのは大変だと感じ

んは﹁移住希望者に能登全体を広

地域活性化に興味があった太田さ

で地域づくりに携わって︑田舎の

ポートをしてきた︒もともと東京

構で能登に移り住みたい人のサ

からしばらくは能登定住・交流機

移住してきた太田さん︒移住して

4年程前に︑妻の出身地七尾に

する移住者の交流会﹃イジュ

い﹂と話した太田さん︒自ら主宰

る︑チャレンジできる七尾にした

﹁自分でいろいろなことができ

び込もうとギアを上げる︒

入れたい﹂と︑さらに移住者を呼

えるようしっかりと移住者を招き

りして︑七尾の魅力を感じてもら

に田舎暮らしを体験してもらった

ような空き家を紹介したり︑実際

に任せ︑自分は移住者が希望する

い る ︒﹁ 仕 事 の 部 分 は 友 田 さ ん た ち

Nobuyuki Ota

力を感じた﹂と移住コンシェル

トーーク﹄では︑移住者のつなが

殖之 さん

ジュに応募したきっかけを話した︒

りを大切にし︑そこで生まれたア

太田

月に着任し︑移住希望者

少なく︑仕事もあるけど移住希望

き家はあるけどすぐに住める家が

と汗を流す日々︒太田さんは﹁空

信などで移住希望者を呼び込もう

流イベントの開催︑七尾の魅力発

へのサポートや移住セミナー︑交

﹁自然や食が良いのはどこの田舎

みを解決し合っている︒

し︑それぞれがお互いの相談や悩

受け入れをサポートする人も参加

には地域おこし協力隊や移住者の

と知恵を絞る︒また︑この交流会

イデアで地域を活性化できないか

昨年

者が望む仕事が少ない﹂と感じて

も同じなので︑どこに住んでも一

年

年先につながる人を呼

地域を元気に︑面白くするため

に︑

び込もうと︑太田さんの視線は将

緒︒それならば人が良い所に人は
住みたくなる︒七尾の人は人懐っ

50

来の七尾に向かっている︒

30

こく︑お世話好きです︒その人情
こそ七尾の魅力﹂と︑笑顔で語る
太田さん︒
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10

そ

技術だけでなく会社の理念も想い継ぐ

ローカルベンチャーシニアマネージャー

Hirokatsu Hamada

くか一緒に考えたい︒今まで守って

宏勝 さん

業承継をサポートする仕事に応募し

きたスキルを承継するにも時間がか

浜田

ませんか﹄と誘われ帰省を決心しま

かるので︑気軽に相談してほしい﹂

﹁たとえ個人事業主の商店であっ

した︒自分が移住モデルとなり︑移
をマッチさせる仕事に魅力を感じま

ても︑地域にとっては大切な存在︒

と熱く語る︒
した﹂とUターンすることに︒
﹁七尾

簡単に廃業することは地域だけでな

住希望者と後継者不足に悩む事業主

へ帰ってきた時に︑ここの人と人と

く七尾全体の衰退につながる︒守っ

事業を発展させることができる﹂と

の絆は変わらないと感じました︒七

浜田さんは︑5月からローカルベ

事業承継の意義を捉えている浜田さ

てきた大切な技術だけでなく︑起業

ンチャーシニアマネージャーとし

ん︒七尾に必要な企業の大切な理念

尾の人は温かい﹂とふるさとの印象

て︑後継者や相続︑経営に困ってい

を︑次の世代にしっかりとつないで

した時の理念も継ぐことで︑もっと

る事業主をサポートしようと奔走し

いく︒

を話す︒

ている︒個人経営の会社を訪問し︑

日々を過ごし︑自分自身も朝早くか

ん ︒﹁ 子 ど も が 塾 や 習 い 事 で 忙 し い

設で多忙な日々を送っていた浜田さ

から﹃七尾には仕事はあるけど情報

尾の移住コンシェルジュの太田さん

田舎暮らしのセミナーで出会った七

うと話していました︒そんな時に︑

妻とは定年退職したら田舎で暮らそ

きた事業を︑いかに次につないでい

ずかしいことではない︒守り続けて

れ る そ う ︒﹁ 後 継 者 不 足 は 決 し て 恥

気にせんといて﹂とやんわりと断ら

ポート制度や︒けど︑うちのことは

説明すると﹁確かに素晴らしいサ

事業承継オーケストラの取り組みを

ら夜遅くまで働き︑子どもと会話す

発信が下手︒上手に情報発信し︑事

故郷の七尾を離れ︑東京の福祉施

る時間はほとんどありませんでした︒

6

七尾ごころ

Isao Kimura

地場産業を守るため
事業承継に期待
功 さん

カキ養殖業

木村
業化などに取り組まないと生き残
りは難しい︒木村さんは﹁雇用の

数年前からカキの養殖業を営

む木村さん︒子どもは公務員の息
面でも

軒の事業者が2人ずつ雇

子と嫁いだ娘の2人︒子どもには

木村さんは﹁昨年︑笠師保の方

だ発展する可能性はある︒継いで

入ってくればカキの養殖もまだま

えば100人の雇用になる︒簡単

でも若い人が事業を引き継いだ例

くれる人には︑自分と一緒にやっ

好きな事をやってもらいたかった

もあるし︑七尾の定置網でも若く

て少しずつ覚えてもらうつもりで

に廃業してはこの中島の地域のた

て優秀な人材が入ってきている︒

いるし︑もちろん協力は惜しまな

ので︑後を継いでもらうつもりは

うちも本当にやる気があって︑こ

い﹂と︑後継者の育成に意欲を示

めにならない︒若い人が4︑5人

の地に腰を据えてくれる人に事業

す︒
﹁後継者不足は中島だけの問題で
はなく︑日本全国どこにでもある
問題︒地場産業の衰退が一番の心
配だ︒このカキ養殖業を引き継い
で︑中島の大切な地場産業を守り

軒を下回る︒

ただ養殖するだけで良いという時

養殖事業者も今では

以前は100軒程あったカキの

大きな期待を寄せている︒

りセンターが取り組む事業承継に

を継いでほしい﹂と︑七尾街づく

無かったと話す︒

50

続けてほしい︒カキの産地として

50

代は終わり︑販路の拡大や6次産

残っていくためには︑人を残すこ
とが必要だ﹂と語る木村さん︒

40

年以上携わってきた中島の地場産

業を守るため︑廃業ではなく事業

承継を選択し︑次の世代を担う

﹁人財﹂を待ち望む︒
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40

年が経ち︑戦争の記

七尾に出掛けていた人などが帰宅

軍隊に所属している軍属であれ

ば遺族は軍人恩給が受けられます

が︑第二能登丸事件で亡くなった︑

軍属でなかった人の遺族には経済

的支援はありませんでした︒

直接的な戦争被害がほとんどな

ビなどで取り上げられる一方で︑

なったことが学校の授業やテレ

が投下され︑多くの人が犠牲に

います︒広島や長崎に原子爆弾

をして佐波沖の寺島の近くを通っ

ました︒機雷を避けようと遠回り

て三室や野崎︑日出ケ島へ向かい

降ろした後︑残りの人たちを乗せ

久美︵佐波町︶に到着し一部の人を

推測されています︒船は能登島の

1983︵昭和 ︶年から石川県教

資料はほとんど残されておらず︑

在に至っています︒事件に関する

にもあまり知られていないまま現

げ ら れ る こ と は な く ︑ 市内の人

制が敷かれ︑新聞などで取り上

混乱期であったことから報道管

この事件は︑当時終戦直後の

いと記録されている七尾でも悲

た時︑第二能登丸は機雷に接触︒

職員組合七尾支部が始めた聞き取

人が乗っていたと

しい事件が起こっていたことを

ドドーンという大きな音とともに

するため︑約

知っていますか︒

︶年5月 日から終戦までの間に

はそれを防ぐため︑1945︵昭和

料が運び込まれていました︒米軍

とても見ていられる状況ではな

られた人が水面に叩きつけられて︑

した人の話では︑空中に放り上げ

40

尾湾を移動する貨物船が接触する

戦後も湾内に残っていたため︑七

船が触れると爆発する爆弾で︑終

機雷とは︑水中や水上に設置され︑

機雷約440個を七尾湾に投下︒

佐波の人たちが船を救助に出しま

助かろうとしました︒事故を見た

いたり自力で泳いだりして必死に

落ちた人は︑船の破片にしがみつ

かったそうです︒船は沈み︑海に

人が犠牲に︒
助けられた人は海岸に敷かれたむ
しろに寝かされ︑佐波の人から手

日︑
第二能登丸は七尾港を出発し能登

当てを受けたりおかゆをもらった

︶年8月

28
島に向かいました︒船には七尾港

28

りしました︒

1945︵昭和

したが︑船長を含む

25

事故が多発していました︒

20

に勤労動員で働きに来ていた人や

20

︵資料提供 角三 外弘︶

らかになりました︒

58

第二能登丸事件関係地図

予定航路

第二能登丸の進んだ航路

戦時中︑七尾港には軍需品や食

り調査によって︑事件の全容が明

憶を語り継ぐ人が次第に減って

73

メートルの水柱が上がり︑目撃

50

戦後から

第二能登丸に起きた悲劇

第二能登丸は23.08トンの木造船。写真は第二能登丸と同型の海平丸。
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まさか父ちゃんが亡くなるとは思い

がやられた﹂と知らせが入っても︑

います︒夕方に爆音が聞こえて﹁船

ね﹂と送り出したのを今でも覚えて

ちゃんを﹁気を付けて行ってこい

立とうと鵜浦から勤労動員に出る父

争が終わっても少しでもお国の役に

を亡くしました︒事件の日の朝︑戦

置いて行った私のことが心配で最

見えました︒事故が起きた瞬間に︑

目を開けると窓に母の顔が映って

はずの母が私を呼ぶ声が聞こえ︑

側でうたた寝をしていると出掛けた

預けて出掛けました︒事件当日︑縁

いた勤労動員を母が引き受け︑私を

していた時︑実家に割り当てられて

し母と2人で鵜浦の母の実家で生活

に作ってもらいました︒長く水に

行われて棺桶が手に入らず︑兄弟

ので︑葬式があちらこちらで執り

鵜浦は亡くなった人が多かった

は︑思い返すと今でも涙が出てく

労し︑両 親 を 失 く し て か ら の こ と

栄養が足りず母乳が出なくなって苦

した︒結婚して長男が生まれた後も︑

い掛けられ︑いじめられたりもしま

七尾で機雷が落とされただけでもこんなに大変な

のだから、原爆が落とされた広島や長崎はどれだ

け悲惨だったのだろうと理解することにもつながり

ます。そしてそこから平和の尊さを考えることがで

大切なのは知ること。戦争をしようとする人は相

問

手をだまそうとする人です。今はインターネットですぐ

情報を手に入れることができ

るけど、本当に正しい情報なの

か。本を読んだり実際に足を運

んだりしてじっくり考え、事実を

しっかり見極めてだまされない

人になってほしいですね。

遺族が受けた悲しみ
戦争に両親を奪われた

もしませんでした︒地域の人が総出

期に会いに来たのかもしれません︒

岩崎 真紀子さん

で船に乗っていた人を探しましたが︑

その後︑母の実家で育てられるこ

山本 キミさん

永遠の別れになるとは思
わなかった

父ちゃんの遺体が見つかったのは5

とになりましたが︑貧しくて小学校

私が3歳に満たない頃︑父が戦死

日ほど経ってから︒3人の子どもと

生活にかかる費用が出せなかったり︑

第二能登丸事件で父ちゃん︵夫︶

私とお腹にいた赤ちゃんを残して父

浸かっていた父ちゃんの体は大き

るほど辛かったです︒戦争がな

﹁親なし︑親なし﹂と棒を持って追

く膨らんでいて入りきらないほど

かったらこんな思いをしなくて済

きると期待しています。

53-1111

総務課

ちゃんはいなくなりました︒

でした︒そんな父ちゃんの最期に

んだのにと何度も思いました︒
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涙が止まりませんでした︒

未来へ伝えたいこと
元教諭 角三 外弘さん

教え子に戦時中の七尾を知ってもらおうとしたこ

とがきっかけで、これまで第二能登丸事件を調査し

てきました。地元で起こった戦争を知ることは、戦

争を身近に感じるという点でとても大切なことです。

田んぼの生き物調査

第32回わんぱく相撲七尾・中能登大会

6月7日(木)

6月3日(日)

～地元の自然環境を考えよう～
矢田町

七尾市里山里海協議会の生き物調査が行われ、山
王小学校6年生54人が参加した。児童は石川県土地
改良事業団体連合会の石黒徳広さんから「どんな所
に生き物がいるか考えながら調査してください」と
説明を受け、田んぼ脇の農業用水路で場所を変えな
がら調査を進めた。
「ここは大きいオタマジャクシがいっぱいおる」
などの声を上げ、カエルやザリガニ、メダカなどを
捕まえた児童。自分たちが住む町の豊かな自然に親
しみ、田んぼと生き物のつながりに理解を深めた。

～勇気を持って一歩を踏み出す～

七尾市と中能登町の幼児と小学生54人が参加し、
幼児の部と学年別の７部門で熱闘を繰り広げた。開
会式で朝日小学校6年生の寺西幸心さんが「稽古指
導者や応援してくれる皆さんに感謝し、正々堂々と
戦うことを誓います」と宣誓した。
取組では2分30秒を越える大一番や敗戦に悔し涙
を流す児童も見られ、一番一番気持ちの込もった取
組が続いた。行司の「はっけよい」の掛け声に合わせ、
ちびっこ力士たちは力強い一歩を踏み出していた。

第22回能登よさこい祭り

虫送り

6月9日(土)、10日(日)

6月9日(土)

～温泉街に鳴子の音が響き渡る～
和倉温泉街

過去最多の72チーム約2,200人が 参加し、和倉
温泉街の８会場を舞台に、色鮮やかな衣装をまとっ
て華麗な舞を繰り広げた。観客の応援を受けた踊り
子たちの熱い踊りと鳴子の音で、温泉街は熱気に包
まれた。
大賞に輝いたのは能登國涌浦七士。６年ぶり５回
目の受賞にチーム代表の宮﨑光博さんが「祭りを運
営してくれたスタッフと応援してくれた皆さんに感謝
します。これからも応援よろしくお願いします」とあ
いさつし、２日間に渡る祭りは幕を下した。

愛宕山相撲場

～学生と協働で伝統行事を守る～
中島町小牧

稲の害虫を追い払い、豊作を祈願する伝統行事
の虫送りが行われた。小牧壮年団と10年以上前か
ら親交のある石川県立大学学生援農隊あぐりのメン
バー約20人も参加し、ポスターの制作やたいまつ作
りなどから協力して地域住民と交流を深めた。
日が沈み、太鼓とかねの音が鳴り響く中、たいま
つを手に「泥虫や出て行け」と水田の周りを練り歩
く参加者たち。壮年団長の瀬端順治さんは「虫送り
を学生との一体感を築く機会とし、お熊甲祭もみん
なで盛り上げたい」と話した。

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

七尾東雲高等学校演劇科定期公演

観光ボランティアガイドのための英会話教室

6月15日(金)

6月12日(火)

～演劇を通して「生きる」を考える～
能登演劇堂

はろうななお事務所

七尾東雲高等学校演劇科の第9期生10人による定
期公演『アンネ』が上演された。長いせりふや役の
掛け持ちに苦戦するも、生徒は「本番では自分の色
を出したい」と堂々とした演技を披露し、来場者か
らは盛大な拍手が送られた。
アンネの父のオットー役を演じた針田真斗偉さん
は「人は1人では生きてはいけないと演劇を通して
学んだ。支えてくれる人に感謝して、前向きに人生
を歩んでいきたい」とカーテンコールで熱を込めて
話した。

外国人におもてなしの心で接することができるよ
う、七尾市国際交流協会が英会話教室を開き、10
人が参加した。3年前にアメリカから七尾に移住し
た中丸一彦さん、真理子さん夫妻をゲストに迎えた。
真理子さんは「見るより五感で感じる七尾の良さ
を外国人に伝えましょう」と話し、講師の釜谷美智
子さんは「まず外国人との出会いを楽しんでほしい」
と思いを伝えた。参加者は、それぞれ七尾の良いと
ころを英語で伝える練習をし、伝えようとする気持
ちが大切であることを学んだ。

田鶴浜あかりまつりのあんどん作り

第14回七尾市障害者ふれあいスポーツ大会

6月30日(土)

6月29日(金)

～親子で地元の伝統工芸に親しむ～
田鶴浜小学校

田鶴浜小学校5年生の親子61組が、田鶴浜あかり
まつりに出展するあんどん作りを体験した。講師を
務めたのは厚生労働省認定ものづくりマイスターを
含む7人の田鶴浜建具職人。部材の組み立てやくぎ
打ちに苦戦する親子を、親身に指導していた。
児童が「部材をはめ込むのが難しかった」と話す
と「子どもが真剣にくぎを打つ姿に成長を感じまし
た」と笑顔を見せた保護者。ふるさとの伝統工芸の
魅力を親子で味わい、祭りの日に明かりがともるの
を心待ちにしていた。
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～言葉の壁を越えて出会いを楽しむ～
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～スポーツを通して広がる交流の輪～
七尾総合市民体育館

障害のある人の健康増進と社会参加の促進を目的
としたスポーツ大会が開かれ、122人が参加した。
フライングディスク、スカットボール、輪投げの3
種目に分かれ、楽しみながらそれぞれ汗を流して競
い合った。
「緊張して点を入れるのが難しかった。毎年参加
するのを楽しみにしている」と笑顔で話した田辺慧
司さん。参加者は、競技でうまく点が入るとお互い
に拍手をして喜び合い、スポーツを通して交流を深
めた。

七尾鹿島
地域安全
ニュース

夏休み中の
ネットトラブルに注意！

七尾警察署
七尾鹿島防犯協会
☎53-0110

いつもより自由な時間が増える夏休み。子どもがインターネットでゲー
ムや会員制交流サイト（以下SNS）などを利用する機会が増えます。
インターネットは正しく使えば便利なものですが、使い方を間違えると
ひ ぼう

事件や犯罪に巻き込まれる恐れや、誹謗中傷やいじめにつながるなど、
被害者だけでなく加害者にもなる場合があります。

注意すること
個人情報をネットで不用意に公開しない。
見知らぬ人とやり取りしない。
ＳＮＳなどでは出会いを求める内容を書き込まない。
ネット上で知り合った相手とは会わない。

大人も子どももスマホやインターネットの過度な使用は控えましょう
スマートフォンをだらだらと操作し続けることで、学校や仕事だけではなく生活にも
支障を来し、いつの間にか睡眠時間が削られてしまいます。ネット依存は健康問題や学
業問題、家族問題、課金問題など、いろいろな問題を引き起こします。発達段階に応じ
てフィルタリングを利用するなど、家庭内でのルールを作りましょう。

平成30年度
七尾鹿島消防団連合訓練大会

七尾鹿島消防本部消防課 ☎53-1015

消 防
だより

7月1日（日）に七尾鹿島消防団29分団412人が、つつじが浜の七尾消防訓練場で、点検訓練種目である服務規律、
ポンプ車操法、小隊別訓練の技術を競い合いました。
この日のために、各分団は約１カ月間、早朝や夜間の訓練に励み、総合優勝を目指し頑張ってきました。本番では訓
練の成果である迅速で、正確な動きを披露した中能登町の分団が上位入賞を果たしました。
大会での成績はもとより、七尾鹿島消防団が地域を守るために日夜励んでいる訓練の成果は、七尾市・中能登町の
消防力の強化につながっています。
結

果

総合の部
優 勝 鹿西分団
準優勝 御祖分団
３ 位 越路分団
４ 位 田鶴浜分団
５ 位 東湊分団

ポンプ車操法の部
優 勝 鹿西分団
準優勝 御祖分団
３ 位 越路分団
敢闘賞 田鶴浜分団
敢闘賞 東湊分団

服務規律の部
優 勝 七尾市第１消防団
第２小隊
矢田郷分団
東湊分団
崎山分団

機械器具の部
優 勝 七尾市第１消防団
東湊分団

小隊別訓練の部
優 勝 七尾市第１消防団
第５小隊
北大呑分団
南大呑分団

分列行進の部
優 勝 中能登町消防団
鳥屋分団
鹿西分団

七尾ごころ
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インスリンの働きが良くなり︑

歯 周 病と 糖 尿 病の
深い関 係

歯肉が腫れ︑触れると出血す
血糖値が改善されることが報告
歯周病の予防と治療のために

るなどの症状が表れる歯周病︒
いう歯と歯肉の隙間が深くなり︑
は︑定期的に歯科医療機関を受

されています︒

その部分から出血したり︑膿が
診し︑口腔衛生指導を定期的に

糖尿病患者を助け合う地域連携協議会・七緒の会監修

CLOSE UP FRESHMAN ! !

★

ななおの星
輝け！

◆仕事は？

のざき建具で木製建具の製作

をしています︒掃除や職人さん

うやく簡単なものを任せてもら

年間ずっと七尾暮らしです︒

で特に不便に感じたことはなく︑

す︒金沢まで車で行っても近いの

校もあるし︑仕事も探せばありま

住み心地が良いところです︒学

◆七尾の好きなところは？

きりつける潔さに憧れます︒

ずにわが道を行く姿や︑白黒はっ

イチローです︒常識にとらわれ

◆理想の人は？

物を見るのも好きです︒

行って︑宮大工が手掛けた建築

とが多いです︒京都や金沢に

の仕事をしている仲間と棚や椅

木が好きなので︑休日も建具

◆趣味は？

えるようになりました︒

の補助などの見習いを経て︑よ

子を作るなど木に触れているこ

柿島

進行すると﹁歯周ポケット﹂と

出たりして︑口臭の原因になり

歳になられる市

受けることが重要です︒市では
・

歯周病が悪化すると糖尿病も悪化する

28歳

先輩の職人から組子を習い、現在練習中です。

ます︒さらに進行すると歯がぐ
・

民の皆さんを対象に︑7月から

・

ことになります︒歯周病は痛み

歯周疾患検診を実施しています︒

らつき︑最終的には歯が抜ける
を伴わず進行するので︑知らな
です︒また︑糖尿病と密接な関
わりがあり︑糖尿病が重症化す
ると︑体の抵抗力が弱まり︑歯
周病にかかりやすくなります︒
一方︑歯周病が重症化すると︑

インスリンの効
き目が弱くなる
血液中の
TNF-αが増加

インスリンの働きを妨げる物質
︵TNF │α など︶の分泌が促進
され︑血糖値が上昇しやすくな
り︑糖尿病が悪化します︒そし
て悪化した糖尿病が︑さらに歯
周病を悪化させるという悪循環
に陥ってしまいます︒歯周病を
治療し口内環境が改善されると︑

悪化

ぜひご活用ください︒

70

いうちに重症化してしまう病気

60

糖尿病
歯周病

隆昌さん

◆将来の夢は？

古くからある城や寺などの建築

物を見ると︑何十年︑何百年と残

るものを作り出す大工の仕事に誇

りを感じます︒田鶴浜建具の職人

は減り︑和室のある住宅も減りつ

つありますが︑今の職人さんから

教わったことをしっかりと身に付

け︑枠にとらわれず︑新しいこと

に挑戦していきたいです︒
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50

悪化

28

40

体の抵抗力が弱
くなる
感染症にかかり
やすくなる

たかあき

かきしま

健康
ななお
ナビ

市営住宅入居者を募集

■募集住宅（変更の可能性あり）
住宅 家賃（所得に応じて決定）
【七尾地区】
奥原 1 万円～ 1 万9,700円
古府 1 万3,400円～ 3 万4,000円
後畠 1 万5,200円～ 3 万8,400円
万行 1 万7,700円～ 4 万3,100円
【中島地区】
中島 1 万9,700円～ 4 万8,900円
【能登島地区】
舘山 1 万8,300円～ 3 万8,700円
■注意事項
※応募者多数の場合は抽選です。
※入居時に家賃 3 カ月分の敷金
が必要です。
■申込期限
8 月17日㈮
都市建築課

☎53-8429

愛犬の登録と狂犬病予防注射を

飼い主には法律により以下 3 点
が義務付けられています。
①居住している市区町村に飼い犬
の登録をすること（生涯 １ 回）
②飼い犬に狂犬病予防注射を毎年
受けさせること（集合注射会場
または動物病院にて）
③犬の鑑札と注射済票を飼い犬に
装着すること
※飼い主や住所の変更、飼い犬の
死亡などがあった場合はご連絡
ください。

環境課

☎53-8421

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】

七尾市競争入札参加資格審査
申請(工事・業務・物品など)

平成29・30年度七尾市競争入札
参加資格審査申請(第 3 回追加登
録)を受け付けています。
申請方法は、市ホームページを
ご覧ください。期限後の随時受け
付けは行いませんので、ご注意く
ださい。
■申請期限 8 月31日㈮
七尾市

監理課

入札

検索

☎53-1118

統計調査員の募集

各種統計調査の調査員を随時募
集しています。申し込まれた人は
市の統計調査員として名簿に登録
され、統計調査が実施される時に
市から調査を依頼します。
■仕事の内容
・市が開催する説明会への出席
・調査対象への訪問
・調査票の記入依頼、配布
・調査票の回収、点検、整理
・調査書類の市への提出 など
■任命期間
1 調査あたり 2 カ月程度
※調査によって異なります。
■報酬
統計調査の種類や受け持ち件数
によって定められた報酬を、調
査終了後に支払います。
■申込方法
総務課で登録申込書を記入
※申し込みの際に、詳しい仕事内
容などを説明します。
総務課 ☎53-1111

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 6 月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,113世帯 （△18）
人 口 53,231人
（△73）
男
25,224人
（△ 34）
女
28,007人
（△ 39）
年齢別人口
0 ～ 20歳 8,348人
21 ～ 64歳 25,695人
65歳～
19,188人
転入
87人 転出
108人
出生
23人 死亡
76人
婚姻
16件

納税のお知らせ
市・県民税（ 2 期）
国民健康保険税（ 2 期）
納期限： 8 月31日（金）

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

検索

★資格取得講習会(七尾会場)案内！
◆小型移動式クレーン運転技能講習 学科9/19・9/20 実技9/23
◆玉掛け技能講習

学科9/27・9/28 実技9/30

◆フォークリフト運転技能講習

学科10/5
実技10/10・10/11・10/12

◆高所作業車運転技能講習

学科10/25 実技10/28

◆車両系建設機械運転技能講習
(ユンボ・タイヤショベル・ブル等)

11月実施

◆クレーン運転特別教育

11月実施

★労災・雇用保険の手続きはお任せください！

市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

手間取る手続きを事務委託しませんか？費用は年間4,320円～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。

★労働健診(七尾・和倉地区・9～10月)申込み中です。
協会けんぽ 4,855円です。

(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！

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。

平成29年度版
データでみる「七尾市の姿」刊行

市のあらゆる分野の情勢をまと
めた、平成29年度版データでみる
「七尾市の姿」を刊行しました。
■設置場所
市役所本庁ロビー、
各地区コミュニティセンター
※市ホームページにも掲載してい
ます。
総務課 ☎53-1111

石川海区漁業調整委員会
委員選挙人名簿登載申請

海区漁業調整委員会委員選挙人
名簿の登載に該当する人は申請し
てください。
■申請期限 9 月 5 日㈬
■申請書の受け取り・提出窓口
総務課、サンビーム日和ヶ丘、
中島地区コミュニティセンター、
能登島総合健康センター
七尾市選挙管理委員会
☎53-1111

介護現場で生かそう！
平成30年度中高年マンパワー事業

介護の基礎的な知識や技能を学
びませんか。介護施設で働きたい
人は、施設で補助業務などの体験
ができます。
■研修期間
9 月11日㈫～ 9 月13日㈭
■会場 ワークパル七尾
■受講料 無料
■申込期限 9 月 1 日㈯
※申し込み方法などの詳細は、石
川県社会福祉協議会ホームペー
ジをご覧ください。
石川県社会福祉協議会

検索

住宅を新築または購入した人に
定住促進住宅取得奨励金を交付します

■対象者
金融機関から借り入れをして70
㎡以上の住宅を新築した人。ま
たは、昭和56年 6 月 1 日以降に
建築された中古住宅を購入した
人。
■助成金額
【基本額】
・新築…上限30万円
・中古…上限10万円
【加算額】
・市内建築業者で施工
上限20万円（新築のみ）
・中学生以下の子 １ 人につき
上限10万円
・市外からの転入
上限20万円
※所有権保存・移転登記完了から
3 カ月以内に申請が必要です。
都市建築課

向陽タウンはまだ
分譲宅地好評発売中

■所在地
中島町浜田耕部
全38区画中残り 7 区画
■分譲価格・面積（ 1 区画）
2,804千円～ 2,845千円
311㎡ (94坪)～316㎡ (95坪）
※向陽タウンはまだで新築すると
定住促進住宅取得奨励金に200
万円が加算されます。
都市建築課

石川県社会福祉協議会
☎076-234-1151
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☎53-8429

☎53-8429

児童扶養手当・ひとり親家庭等
医療費の現況届はお早めに

児童扶養手当の受給者や支給を
停止されている人、ひとり親家庭
等医療費の資格登録をしている人
は現況届を提出してください。
提出がない場合、手当の支給が
一時差し止められ、受給資格が無
くなる場合がありますので、ご注
意ください。
■手続きに必要なもの
【全員】はんこ、健康保険証
【該当者のみ】児童扶養手当証
書・ひとり親家庭等医療費受給
資格証
※事由によって別途書類が必要な
場合があります。
■提出期限 8 月31日㈮
子育て支援課

☎53-8445

不用品活用銀行

■ゆずります
洋服たんす、ライティングデス
ク、ローテーブル、本棚（大・小）、
壁掛型姿見、スタンドミラー、
食器棚、鏡台、 １ 人用ソファ、
紙オムツ（大人女性用）
■ゆずってください
大人用自転車 2 台、子ども用自
転車 1 台、ベビーカー、ベビー
ベッド、ペットサークル犬・猫
用、アコースティックギター、
プラレール、チャイルドシート、
チャイルドゲート、獅子舞子ど
も踊り子衣装、小学生男女制服
（130cm～160cm）
※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

特定健診・がん検診の日程

身体の状態を教えてくれる特定健診は、治療中の人も対象です。
がん検診は、次の特定健診会場で同時に開催しています。希望日の ２
週間前までにお申し込みください。
日
9 月 3 日㈪
9 月 8 日㈯

健康推進課

会

場

七尾市役所
七尾サンライフプラザ（託児あり）※女性のみ

受付時間

8 :30～10:00

☎５３-３６２３

海で安全に楽しむために
～海で泳ぐときの注意事項～

・天気予報を必ず確認し、風が強
いとき、波が高いときは遊泳し
ない。
・遊泳禁止区域では遊泳しない。
・遊泳期間外には遊泳しない。
・保護者は子どもから目を離さ
ず、子どもだけの遊泳をさせな
い。
・飲酒したら遊泳しない。
海上保安庁は事故ゼロを目指し
て注意を呼び掛けています。海で
事件や事故を見かけた場合や、不
審なことがあった場合は118番通
報してください。

第九管区海上保安本部
海の安全推進室
☎025-285-0118

ⒸJCGF

海上保安大学校学生採用試験

■採用予定数 約60人
■受付期間
【インターネット申し込み】
8 月23日㈭ 9 ：00～ 9 月 3 日㈪
【郵送・持参での申し込み】
8 月23日㈭～ 8 月27日㈪
※受験資格などの詳細は人事院
ホームページ（国家公務員試験
採用情報ＮＡＶＩ）をご覧くだ
さい。
第九管区海上保安本部総務部
人事課 ☎025-285-0118

生ごみ処理機購入費助成

市内居住の個人が購入したコン
ポストや電気生ごみ処理機の購入
費を予算の範囲内で助成します。
■補助金額
購入価格（消費税込）の 2 分の
1 以内で年度限度額 3 万円
※限度額内であれば複数台の助成
も可能です。
環境課

☎53-8421

8 月25日㈯は
市民窓口業務をお休みします

ミナ.クルとパトリアでは毎週
土曜日も窓口業務を行っています
が、システム改修のため、お休み
します。
ご不便をお掛けしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
税務課 ☎53-8412
市民課 ☎53-8417
福祉課 ☎53-3625

七尾市成人式実行委員募集

■対象者
平成31年 1 月13日㈰に開催する
成人式の対象になる人（平成10
年 4 月 2 日から平成11年 4 月 1
日生まれの人）
■活動内容 式典の進行、記念行
事の企画運営など
■募集人数 15人程度

自死遺族交流会（J交流会）
自死遺族の人が寄り添い、互い
に共感することで、心が安らぐ時
を過ごせる場を開催しています。
事前にお問い合わせください。
■日時 9 月 1 日㈯
14：00～16：00
■場所 金沢市内

石川県こころの健康センター
相談課 ☎076-238-5750

市内伝統工芸の後継者育成
を支援します

■補助対象者
七尾仏壇・田鶴浜建具・七尾和
ろうそくを営む事業者と研修生
■補助金額
事業者と研修生それぞれ上限 1
カ月当たり 5 万円
■補助期間
最大36カ月
産業振興課 ☎53-8565

スポーツ・文化課

☎53-3661

石川県立七尾産業技術専門校
平成30年度訓練生募集

■募集学科 短期課程土木建築科
■応募資格
就職に向け、熱意を持って訓練
を受けられる人
■取得可能な資格
車両系建設機械（整地）技能講
習修了証、小型移動式クレーン
運転技能講習修了証、玉掛け技
能講習修了証、ガス溶接技能講
習修了証、アーク溶接特別教育
修了証
■訓練期間
6 カ月（10月 1 日～翌 3 月15日）
■申込期限 9 月11日(火)
石川県立七尾産業技術専門校
☎52-3159

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。

ツエーゲン金沢 七尾市
ホームタウンサンクスデー開催

市民の皆さんは無料でＪリーグ
の試合を観戦できます。七尾市に
通勤、在学中の人も特別割引価格
でチケットを購入できます。
■日時
8 月18日㈯ 19：00キックオフ
■場所
石川県西部緑地公園陸上競技場
■対戦相手 ファジアーノ岡山
■招待人数
親子先着1,000組 2 千人
※ 1 人での申し込みも可能です。
■申込期限 8 月16日㈭
■申込方法
QRコードの読み
取りまたは公式サ
イトにアクセス
スポーツ・文化課

☎53-3661

第 6 回あおぞらカフェ開催

10月にオープンする ｢のと里山
里海ミュージアム｣ の活動に興味
のある人の参加をお待ちしていま
す。
■日時 8 月25日㈯
10：00～12：00
■場所 和倉温泉総湯(休憩所)
■申込期限 8 月22日㈬
スポーツ・文化課博物館開設
推進室 ☎53-8437

2018夏と秋の七尾城跡
写真コンテスト作品募集

■撮影期間
6 月15日㈮～ 9 月30日㈰
■題材
夏と秋の七尾城跡、七尾城まつ
り（ 9 月15日、16日開催）
■写真サイズ 四つ切りプリント
■出品料 無料
■申込期限 10月 6 日㈯必着
■審査発表 11月 5 日㈪
七尾城史資料館 ☎53-4215
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県内一斉司法書士無料法律相談会

不動産登記・商業登記・相続・
遺言・成年後見・借金問題・消費
者問題などでお悩みの人は、お気
軽にご相談ください。
秘密厳守。事前予約は不要です。
■日時 9 月 2 日㈰
面接相談 13:00～16:00
電話相談 10:00～16:00
（専用番号 ☎076-291-0099）
■場所 七尾商工会議所

七尾市ふるさと納税
返礼品提供事業者募集

市ではふるさと納税の返礼品を
提供する事業者を随時募集してい
ます。ふるさと納税を活用し、商
品をＰＲしませんか。
■事業者・返礼品の主な要件
・市内に事業者の住所があること
・市内で製造や販売、サービスな
どの提供がされている商品 など
※詳細はお問い合わせください。
産業振興課 ☎53-3311

七尾市ふるさと納税
受付サイトを追加しました

石川県司法書士会
☎076-291-7070

「子どもの人権110番」強化週間

いじめ、体罰、虐待など子ども
を巡るさまざまな人権問題に、人
権擁護委員と法務局職員が電話相
談に応じます。一人で悩まずご相
談ください。相談は無料、秘密は
守られます。
■相談受付日時
8 月29日㈬～ 9 月 4 日㈫
8 ：30～19：00
9 月 1 日㈯、 9 月 2 日㈰
10：00～17：00
■電話番号（通話料無料）
0120-007-110
※全国共通フリーダイヤルです。
平日は金沢地方法務局、土日は
名古屋法務局につながります。
※メールによる相談も24時間受け
付けています。
金沢地方法務局七尾支局
☎53-1720

これまでのサイト「楽天」「さ
とふる」のに加え、 6 月から「ふ
るさとチョイス」「ふるぽ」のサ
イトからも寄付ができるようにな
りました。
新たに加わったサイトでは、市
へのさらなる誘客を図るため、市
内宿泊施設で使える旅行クーポン
を返礼品として設けています。
ぜひ、市外に住んでいる家族や
友人にご紹介ください。

ふるさと納税

七尾市

産業振興課

検索

☎53-3311

各種義援金の受け付け

市は災害で被災された人への義

援金を受け付けています。
皆さんからお預かりした義援金
は、日本赤十字石川県支部を通じ
被災地へ送金されます。
■受け付け中の義援金
【平成30年 7 月豪雨災害義援金】
【平成30年米原市竜巻災害義援金】
【平成30年大阪府北部地震災害義
援金】
福祉課 ☎53-3625

個人県政学習バス参加者募集

■対象
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達
志水町、中能登町在住の成人男女
■運行日(日帰り、 4 回)
9 月29日㈯
いしかわの自然を楽しく学ぶコース
10月 4 日㈭
いしかわの農・工業研究施設で
学ぶコース
10月18日㈭
白山ろく周辺の魅力再発見コース
10月30日㈫
いしかわの安全・安心実感コース
■定員 各コース43人
（申込多数の場合は抽選）
■参加費用
コースによって異なります。
■申込期間
8 月 8 日㈬～ 8 月22日㈬
(当日消印有効)
■申込方法
往復はがきを郵送。詳細はお問
い合わせください。
石川県中能登総合事務所
企画振興課 ☎52-6113

海と日本プロジェクト2018
～のと里海の夏をヨットで楽しもう！～

■内容
① 8 月18日㈯ 10：00 ～ 15：00
【場所】小牧艇溜場
【募集人数】160人
※模擬レース観戦・ミニクルー
ジング・ディンギー体験など
② 8 月19日㈰ 8 ：00～13：00
【場所】和倉港
【募集人数】200人
※大型クルーザーレースに体験乗船
■対象 小学生と保護者
■費用 無料
■申込方法 メールまたはファクス
■申込期限 8 月 7 日㈫
石川県セーリング連盟(野崎)
☎076-251-5799
FAX：076-251-4417
メール：y_nozaki@song.ocn.ne.jp

第 6 回等伯の里盆おどり
■日時

8 月13日㈪、14日㈫
14：30 ～20：00
■場所 ミナ.クル前広場
■イベント
・ミニ新幹線に乗ろう！
14：30 ～16：00※雨天中止
小学生以下対象、乗車無料。
駅長の制服を着て記念撮影も
できます。
・カラオケタイム
18：00～18：45
自由参加、先着10人程度受け
付け。
・縁日・飲食コーナー
16：00～20：00
・ビアガーデン
16：00～20：00
※出店ブースでは、 1 冊1,000円
のお買物チケットのみ使用可能
です。現金は使用できません。
七尾駅前活性化協議会
(七尾都市開発内)☎54-0770

田鶴浜あかりまつり

田鶴浜建具発祥の地「東嶺寺」
山門のライトアップや万灯会、田
鶴浜小学校児童が作製した建具あ
んどんや明かりのオブジェ、あん
どんコンテスト作品展示など、手
づくりの明かりが人と地域を照ら
します。
■日時 8 月11日(土・祝)
13：00～21：00
■場所 東嶺寺、さつき苑周辺
■内容
18：00～ステージイベント
18：30～明かり点灯セレモニー

田鶴浜あかりまつり実行委員会
☎68-3336

事業主の皆さん
国の退職金制度を活用しませんか

中小企業退職金共済制度は、中
小企業で働く従業員のための国が
サポートする退職金制度です。
掛け金の一部を国が助成し、全
額非課税で手数料はかかりません。
中退共

検索

(独)勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
☎03-6907-1234

法律相談開催

■開催日・弁護士
8 月 9 日㈭ 宮前 悟
8 月23日㈭ 向井 渉太
8 月30日㈭ 中上 勇輔
9 月 6 日㈭ 井村 剛
■時間 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

北陸初開催 ＪＡＦフェス
ティバル中部inのとじま

夏休み最後の思い出を能登島で
作りませんか。趣向を凝らしたＪ
ＡＦフェスティバルが能登島で開
催されます。
■日時 8 月26日㈰
9 ：00～15：00
■場所 のとじま水族館
道の駅のとじま
※詳細はＪＡＦ石川ホームぺージ
またはＱＲコー
ドを読み取って
ご覧ください。
観光交流課
☎53-8424

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
夏の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市
羽咋市

第５回 はくい花火大会
夜 店もステージイベントも
過去最大規模！
今年も羽咋の夜空に華を咲
かせます！
［日時］ 8 月18日㈯
17：00～21：00
※花火打ち上げは20：00 ～
［場所］ 眉丈台地スポーツ広場
羽咋市商工会 ☎0767-22-1393

志賀町

西能登 里浜イルミネーション

ときめき桜貝廊

ＬＥＤで光るペットボ
タル 約 2 万 個 が、 全
国屈指の夕日スポッ
ト「 世 界 一 長 い ベン
チ」を照らします（日
没から約 4 時間点灯）。
［期間］ 8 月11日（土・祝）～ 11月30日㈮
［場所］ 世界一長いベンチ・
道の駅とぎ海街道 周辺
商工観光課 ☎0767-32-1111

中能登町

2018年 自衛隊コンサート
今 年 は 3 年 ぶ り に、
陸 上自衛 隊 第10音楽
隊 を お 招 き し ま す。
第10音楽 隊の 素 晴ら
しい演奏をお楽しみ
ください。
［日時］ 9 月 9 日㈰ 14：00～
［場所］ ラピア鹿島 アイリスホール
生涯学習課 ☎0767-76-1900

宝達志水町

宝浪漫マラソン2018参加者募集
［開催日］ 9 月23日
(日・祝)
［コース］
30km、10kmほか
［申込期限］
8 月20日㈪
［申込方法］ランネット、スポーツエントリー
宝浪漫マラソン

検索

宝浪漫マラソン実行委員会
☎0767-28-4749
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美しくライトアップされた境内
で、トイレの神様として知られる
烏瑟沙摩明王（うすさまみょうお
う）に合格祈願や恋愛成就、無病
息災などのお参りができます。
大福市では、特産品や縁起物を販
売します。
■日時
8 月11日（土・祝）～12日㈰
■場所 国宝瑞龍寺
■費用
前売券350円、当日券500円
北日本新聞社高岡支社事業部
☎0766-22-2226

富山県氷見市交流情報
第13回 親子ふれあいまつり

世界のカブトムシ・クワガタの
展示、国産カブトムシ・クワガタと
のふれあいコーナーのほか、世界
最大のカブトムシ「ヘラクレスオオ
カブト」とのツーショット撮影コー
ナー（平日限定）など、楽しいコー
ナーがいっぱい。竹細工の昆虫や
押し花絵、オリジナルフレーム作
りなどの体験教室も開催します。
■期間 9 月 2 日㈰まで
■時間 9 ：00～17：00
■場所 氷見市海浜植物園
■料金 大人500円
小中学生100円
未就学児無料
氷見市海浜植物園
☎0766-91-0100

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

広報広聴課

☎53-1130

古代塩づくり

製塩土器を使い、海水を煮詰め
る昔ながらの製法で塩を作ります。
■日時 8 月20日㈪
9 ：00～16：00
■場所 能登島自然の里ながさき
■定員 10人（先着順）
小学生高学年以上
■費用 無料

スポーツ・文化課
☎53-8437

「のとから輝くいしかわの未来」
2018年交流研修会

■日時 11月25日㈰ 13：30 ～
■場所 加賀屋姉妹館あえの風
■内容
【講演会】13：50 ～
「ものづくり産業とおもてなし
産業」
加賀屋相談役 小田 禎彦
「笑って考えよう、生活のこと、
仕事のこと、未来のこと」
東京大学教授 瀬地山 角
■対象 男女問わずどなたでも
■参加費 1,000円
■申込期限 8 月31日㈮
総務課人権男女共同参画室
☎53-1112

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

場

毎週月～金曜日

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

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

8月27日（月） 13:30 ～ 16:00

※以下4つの相談受付は終了の20分前まで

8月20日（月）
13:00 ～ 15:00
9月 3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
パトリア５階
女性なんでも相談
（電話相談有り ☎52-7830）
フォーラム七尾
相談担当者：専門相談員

行政・市民くらしの相談

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

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

8月20日（月） 10:00 ～ 12:00
8月20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）

毎月第１～
第４火曜日

8:30 ～ 17:15
17:30 ～ 19:30

毎週月～金曜日 13:00 ～ 16:00

☎５３－３６２３

こころの健康相談
相談担当者：保健師

パトリア3階
相談室ほか

毎月第１～
第４水曜日

☎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

8月17日（金） 13:00 ～ 15:00

日常生活の困りごと、人権相談

児童・ひとり親・女性相談

時 間

8月10日（金）
13:00 ～ 15:30
8月24日（金）

本庁
市民相談室

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

相談日

悪質商法などの消費者トラブル

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

所

パトリア3階
相談室ほか

心の健康に関する相談

8月11日(土) リボン店・看板婆
8月12日(日)

看板婆

8月13日(月) リボン店・看板婆・本所
10:00～16:00

1束

300円 / 350円
/(蓮入り) 400円

パソコンQ＆A講座

します!!

場所: ワークパル七尾
講師: PCnanaoパソコンサポート 青山
日時: 9月9日(日) 9：00～12：00

52-4680
まで♪ ～パソコン持参ください。(無くてもOK）～

8:30 ～ 17:15

17回目

『KSK♥』
他人からちょっと言われたぐらいなんやて
自分の信念や価値観を曲げちゃダメだ
全員から好かれんでも全然大丈夫！
たった1％応援してくれる人がいればOK
みんなと同じなら同じ結果しか出せない
みんなとは違う道にこそチャンスがある！！

有料広告欄

盆花販売しています

毎週月～金曜日

西川総合建築／西川測量登記
代表取締役社長 西川剛志

お仕事承ります
蜂駆除
墓掃除

剪定
不用品処分

七尾市本府中町ハ部28-1

草刈り
草むしり
シルバーだから頑張れる事が
あります

（七尾市役所向い ホテルルートイン前）

（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

七尾ごころ

20

今月の休日医療
健康推進課

☎５３- ３６２３

休日歯科当番医

※変更になる場合がありますので、
新聞または市ホームページで

検索

七尾市休日当番医

休日当番薬局

最新情報を確認してください。

休日在宅当番医

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00( 開局時間）

8月 5日
（日）

さき川歯科医院
☎68-3838
田鶴浜町

瀬川薬局
℻53-3557
鍜冶町

桑原母と子クリニック

☎52-4103

国分町

かじ内科クリニック

☎76-0002

中能登町二宮

内科・消化器内科・
外科

8月11日
（土・祝）

田鶴浜歯科医院
☎68-6101
田鶴浜町

よつば薬局
℻74-2201
中能登町良川

浜野クリニック

☎52-3261

小島町

内科・外科

村田医院

☎66-0017

中島町上町

内科・眼科

8月12日
（日）

木山歯科医院
☎66-1878
中島町浜田

中山薬局パトリア店
℻54-0738
御祓町

山田産婦人科医院

☎52-3035

御祓町

藤田医院

☎0767-26-1021 羽咋市大町

内科

8月19日
（日）

恵寿歯科
☎53-6155
桜町

さくら薬局七尾店
℻52-9381
小丸山台

岡部内科クリニック

☎52-3007

本府中町

内科

山﨑医院

☎62-2209

石崎町

内科

8月26日
（日）

浜岸歯科医院
☎52-5115
湊町

坂本薬局
℻53-0026
塗師町

八野田整形外科医院

☎54-0811

藤橋町

整形外科

森クリニック

☎54-8688

国分町

胃腸外科・
肛門外科・内科

9月 2日
（日）

とよはら歯科医院
☎53-1075
塗師町

あおぞら薬局石崎店
℻62-3912
石崎町

北村病院

☎52-1173

御祓町

内科

さはらファミリークリニック

☎62-3765

石崎町

内科

◆休日当番薬局（土）
8月 4日（土）

ななお調剤薬局
℻52-8155 国分町

9：00 ～ 12：00

8月18日（土）

みそぎ薬局
℻52-8281 小島町

2018/3/20

8月25日（土）

小児休日当番医

診療科目

9：00 ～ 12：00

産婦人科

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

産婦人科

公立羽咋病院
☎0767-22-1220
羽咋市的場町
公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町
志賀クリニック
☎0767-32-5307
志賀町高浜町
恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町
さはらファミリークリニック
☎62-3765
石崎町

9月 1日（土）

あさひ薬局
℻57-1293 千野町

あおぞら薬局万行店
℻52-8932 万行町

※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！

スタッフ随時募集中！
お気軽にお問合せください♪

ケービックス中日本株式会社
七尾市和倉町タ部29番地２

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

新しいフィットネスを体験しませんか。もっとステキに。

理想のカラダに変身。
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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魅 力ある紙 面 で
見る人を 笑 顔 に 。

夏 短

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

夏休み短期水泳教室
日程、参加費等はチラシ・HPでご確認ください

スポーツギャザー７７０
七尾市つつじが浜3-87
スポーツギャザー770

☎52-2970

検索 ホームページへアクセス

84-1175
Information

イベ ン ト 情 報

84-1271

84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175

特別展 ガラスのうつわ
84-1271
手から生まれる暮らしのかたち

11/4
まで

9/17
まで

世界が絶賛した浮世絵師

北斎展～師とその弟子たち～
66-2323

作家の想いが込められたガラスの器は、見るだけでなく使
53-1500
うことで、私たちの暮らしに彩りを与え、豊かなものへと
導きます。本展では、暮らしに寄り添う器に見る作家たち
の表現を通して、ガラスの器の現在（いま）を探ります。

葛飾北斎の代表作の１つ「冨嶽三十六景」の赤冨士や「北斎
漫画」など、バラエティ豊かな作品を紹介。北斎に私淑した
フランス人画家や弟子の作品も加え、北斎芸術の全貌に迫り
ます。

■会
期 11月4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 8月21日(火）

■会
期 9月17日(月・祝)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
※ぬりえや撮影コーナーもお楽しみください。

66-2323

「双飾耳色モール花瓶」
舩木倭帆、制作年不詳、松尾地所株式会社蔵
撮影：佐藤拓央 画像提供：高草木博純

84-1175

バーナーワークデモンストレーション

北陸在住の作家たちによる公開制作。バーナーの炎でガラスを溶か
し、華麗な技を披露します！
■日

時

■場

所

8月11日(土・祝)、12日（日）
10:00 ～ 16:00 ※見学無料
別棟2階

84-1175

84-1271
「冨嶽三十六景 凱風快晴」葛飾北斎
※通称「赤冨士」

「百物語

84-1271
☎84-1271
8/18
10/7

夜の水族館

53-1500

53-1500

さらやしき」葛飾北斎

☎66-2323
66-2323
10/5
10/7

無名塾「かもめ」

光に照らされて輝くイルカたちのジャンプや、ライトアッ
昨年、仲代劇堂で行われ大好評だった稽古場公演「かもめ」
プされた幻想的な雰囲気の水槽など見どころ満載です。夕
66-2323 が能登演劇堂にやってきます！
涼みがてら夜の水族館を楽しんでみてはいかがでしょうか。
無名塾の若手俳優がチェーホフの作品に再び挑戦します。
■開催日
■時 間
■入場料

8月18日(土)、8月25日(土)、9月1日(土)、9月8日(土)、
9月16日(日)、9月23日(日・祝)、10月7日(日)
17:30 ～ 20:30（入館は20:00まで）
一般1,200円、中学生以下（3歳未満を除く）300円

☆イベント詳細はホームページ、電話でご確認ください☆

■日

時

10月5日(金) 18:30開演
10月6日(土) 14:00開演
10月7日(日) 14:00開演
■出 演 岡本舞 長森雅人 山本雅子 鎌倉太郎 ほか無名塾
■前売料金 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

「かもめ」仲代劇堂公演より

七尾ごころ
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みんなの本棚

ケーブルテレビに加入して
地域密着の自主放送

うちどく

23日はななお家読の日

「ニコニコちゃんねる」を

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。

加入のメリット

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

・市内のイベントや学校行事などを放送する自主放送が
見られます。

・アンテナが不要です。

・データ放送でごみ収集や休日医療などの暮らしに役立

才能をグングン伸ばす子育て

つ情報をお届けします。

児玉 光雄 著

引込工事負担金

・インターネットのみ加入…………………………3万円
・テレビ・インターネット同時加入………………5万円
テレビ月額利用料

税込1,080円から(ＮＨＫ放送受信料は含みません)

Harumi

コースによってBS放送や多チャンネル放送、有料放送

栗原 はるみ 著

を視聴できます。

税込4,687円～5,767円(通信速度やテレビのコースで
料金が異なります)

☎53-8699

図書館からのお知らせ

【今月のニコニコちゃんねる】

〇家族よむよむフェスタ

8月6日(月) ～ 12日(日)
七尾市中学生私の主張発表大会
13日(月) ～ 19日(日)
夏季特別番組
20日(月) ～ 26日(日)
七尾港まつりちびっこカーニバル
27日(月) ～ 9月2日(日)
七尾港まつり総踊り

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。

日時:8月18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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日時：8月25日(土) 10：30 ～ 12：00
場所：フォーラム七尾４階ホール
内容：本の選書、お話し会、手作りプラネタリウム上映
図書館に置いてほしい本を投票して選ぼう。

〇第3回としょかんクラブ（小学生対象）

日時：8月25日(土) 13：00 ～ 14：30
場所：フォーラム七尾４階ホール
内容：パステルアートの世界を楽しもう
講師：津田 外志子（きままハウスパステルアート七尾教室）
※そのほか、本の選書やプラネタリウム体験もできます。

(平日9:00~14:00)

無 料 法 律 相 談 会

《NHK出版》

年代を問わず幅広い層から支持されるレシピを
提案し、海外向け料理番組にも出演している栗
原さん。見開きで日本語と英語が並び、レシピ
だけでなくエッセイも楽しめる構成になってお
り、初めて和食に触れる人や海外の人でも和食
に親しめるように工夫されている。

インターネット月額利用料

☎53－1130

《水王舎》

子どもの才能が目覚めるイチロー式「心の持ち
方」とは？臨床スポーツ心理学の観点からイチ
ローの心理・行動パターンを分析し、イチロー
自身の言葉と共に紹介する。将来の夢を持つ子
どもにも、子どもの夢を応援する親にもお薦め
の１冊。

・テレビのみ加入……………………………………3万円

番組のリクエストは

☎53-0583
☎53-3662
10月末まで休館
☎66-8000

新着情報

・地域の防災情報を放送します。

問ケーブルテレビななお(広報広聴課)

検索

七尾市立図書館

楽しみませんか

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

広報広聴課

☎53-1130

受講者募集

無料 です!

シルバー会員及び、 60歳以上の一般の方

介護補助
講習
10名
8/21(火)～8/29(水)
～7日間～
〆切 8/7(火)

介護施設
調理補助
10名 講習
9/19(水)～9/21(金)
～3日間～
〆切 9/5(水)

☞ 他、いろいろ講習あります♪

(公社) 七尾市シルバー人材センター☎52-4680
(公社) 石川県シルバー人材センター連合会
☎076-222-4680

七 尾ごころ

●試合スケジュール
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8月号

日

8/26㈰
8/27㈪

シングルス

予

選

予
決

選
勝

ダブルス

1回戦・2回戦

本

予
決

選
勝

戦

七尾市市民生活部

１回戦

8/29㈬

１回戦

１回戦

8/30㈭

２回戦

準々決勝

8/31㈮

準々決勝

準決勝

9/1㈯

準決勝

9/2㈰

決

決

テニ
会
大

スアンバサ
ダ

勝

勝

南野
南野
南野陽子さん
野陽子
陽子
子さん
ん

前年大会シングルス優勝

問

広報広聴課

石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

１回戦

ー

編集・発行

〒926-8611

8/28㈫

能登和倉国際女子オープンテニス実行委員会（観光交流課内）☎53-8424

キャロル・ザオ選手

Editor's Note

編集後記
さ たけ

FAX.0767-52-0374

T E L.0767-53-1130

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

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

俺に
付いてこい！

塁くん（右）

佐竹

莉子ちゃん（左）

さ たけ

り

あり「夏休み中なのに…」と登校

こ

（父：康宏／母：真由美）
中挾町

お兄ちゃん
遊ぼう♡

平成29年
4月13日
生まれ

小学生の頃、8月に平和集会が

るい

佐竹

平成27年
2月25日
生まれ

したことを思い出しました。戦争
の写真や映像を見て、恐ろしいこ
とがあったのだと思う一方、どこ

塁は言うことやること一丁
前 に なって、お 兄 ちゃん
らしくなりました！莉子は
塁の後ろを追っかけ一 緒
に大はしゃぎ♪いつまで
も２人仲 良く、健 や か に
成長してね☆

か別の世界で起こったことのよう
にも感じていました。第二能登丸
事件を知って皆さんはどう感じた
でしょうか。私も自分の住んでい
る地域が戦争の被害を受けてい
たら、もっと戦争を身近なものと
して捉 えることがで きたかもし
れません。

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/
ishikawa̲nanao

「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）

