「いつか」は「あす」かもしれない ―

水害に備える

8

七尾ごころ

.168 201

9

No

広報ななお

命
を守る

年7月豪雨」

西日本の広い範囲に大きな被害
をもたらした「平成

に見られるように、近年、短い時

間に非常に激しい雨が降る回数が

増加しています。気象庁のデータ

2015（年）

2010

2005

早めの避難が
近年、全国各地で大型台風や集中豪雨による甚大な

では、1時間あたりの降水量が

㎜ 以上の非常に激しい雨が発生する

300

350

200

250

100

150

50

1000地点あたりの年間発生回数（回）

400

最近10年間（2008～2017年）の平均年間発生回数（約238回）は、統計期
間の最初の10年間（1976～1985年）の平均年間発生回数（約174回）と比
べて約1.4倍に増加しています。(気象庁ホームページより)

年前に市内へ移住した際、防災

全国（アメダス）の1時間降水量50mm以上の年間発生回数

暮らしている時に能登半島地震で

本理恵さん。坂本さんは輪島市で

見直してほしい」と話す防災士の坂

周辺地域の危険なところを今一度

切です。ハザードマップで自宅や

ですが、早めに避難することが大

ないから大丈夫と思ったりしがち

夫、ここは今まで災害が起きてい

りの目を気にしたり、自分は大丈

「これくらいで避難するのかと周

上・床下浸水の被害が発生しました。

すかと児童にアンケートをすると、

ときに災害が起こったらどうしま

す。「防災教室の前に、1人でいる

る方法を子どもたちに伝えていま

て、災害や日常の危険から身を守

関する紙芝居や歌、詩などを交え

訪れるあさひ保育園では、防災に

に開き、現在絵本の読み聞かせに

図上訓練を行う防災教室を6年生

小学校では、土砂災害を想定した

士の資格を取得しました。旧徳田

％ の子が親が来るまで待つと回

をうずめて一命を取り留めた経験

い。もし、大切な家族が1人でい

答しました。想像してみてくださ

自宅が倒壊。掘りごたつの下に身

から災害への備えに関心を抱き、

56

被害が相次ぎ、避難の遅れなどが原因で多くの死傷
者が出ています。身の危険を感じた時にすぐに逃げ

定を超える被害が起こっており、

川の整備が進んでいる地域でも想

壊して一挙に川が氾濫します。河

が一気に上昇し、河川の堤防が決

で集中した雨が降ると、川の水位

増えています。狭い地域に短時間

年で約1・4倍に

回数は、ここ

今 一度見直します。

る備えはできていますか。早めの避難の重要性を

50

2000

1995
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1985

1980

1975

0

30

市でも昨年、大雨を原因とする床

雨の降り方が変わっています

10

30

2
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昨年7月1日の大雨で
水位が上昇した熊木川

雨の強さと降り方（気象庁ホームページより）
1時間雨量

10㎜以上
～
20㎜未満

20㎜以上
～
30㎜未満

30㎜以上
～
50㎜未満

50㎜以上
～
80㎜未満

80㎜
以上～

予報
用語

人の受ける
イメージ

人への
影響

屋内(木造住
宅を想定)

屋外の
様子

やや強
い雨

ザーザーと
降る

跳ね返りで
足元がぬれ
る

雨の音で話
し声が良く
聞き取れな
い

地面一面に
水 たまりが
できる

強い雨

どしゃ降り

傘 を 差して
いても ぬ れ
る

寝 ている人
の 半 数くら
いが 雨に気
が付く

激しい
雨

バ ケ ツ を
ひ っくり 返
した ように
降る

非常に
激しい
雨

滝 のように
降る(ゴー
ゴーと降り
続く)

猛烈な
雨

息苦しくなる
よう な 圧 迫
感があり、恐
怖を感じる

傘 は 全く役
に 立 たなく
なる

車に
乗っていて

ワイパーを 速く
しても見づらい

道 路が川の
ようになる

高速走行時、車
輪と路面の間
に水膜が生じブ
レーキが効かな
くなる

水しぶきで
辺り一 面が
白っぽくな
り 、視 界 が
悪くなる

車の運転は危
険

るときに災害が起きたら、とっさ

に考えて行動し、自分の命を守る

ことができると思いますか。怖い、

危険と萎縮させるのではなく、何

が危険で何が安全かを遊びを通し

て、一緒に楽しく考えることが大

切です」と話します。

坂本さんの自宅は土砂災害警戒区

域のすぐ近くで、大雨の予報が出た

時は不安になり、どう避難するか家

族で話し合ったそうです。「指定避

難所も被災する可能性はありますし、

避難する道中が冠水している場合も

あります。安全な場所に頼れる人が

いるか、子どもの通学路に子ども

110番の家があるかなど、指定避

難所以外に避難する所があるかを

知っておくべきです」と話す坂本さ

ん。
「足の不自由な高齢者や赤ちゃ

んがいたり、自宅のそばに川やた

め池があったり家庭によって状況

は異なるので、いざという時どこ

へどのように避難するのかを家族

で話し合う機会を必ず持ってほし

い。助けを必要とする人が近所に

いないか、地域間で把握すること

も減災につながります」と住民同士

が助け合える関係を日頃から築く

ことも大事だと力を込めました。

防災士・災害ボランティアコーディネーター

坂本

理恵さん

輪島市で能登半島地震被災後、七尾市に移住。
移住後も、輪島市の仮設住宅の入居者を喜ばせ
たいとイベントをする子どもたちをサポートし、
東日本大震災後は子どもたちと仙台市への訪問
や支援活動も行った。2年前にかほく市に転出し、
現在も市内での防災教育活動や訓練は継続。防
災を楽しく伝え、家族や地域全体で子どもの生
きる力を育てていくことを信念としている。

3
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紙芝居で雨雲が来た時にどう身を守るかを伝える坂本さ
ん。資料は金沢地方気象台や市の防災対策室から取り寄
せ、気象台のホームページからも引用します。

市では、災害の危険が高まり避難が必要となる際に、災害の状況に応じ
て避難情報を発令します。災害につながる恐れのある大雨が降り始めた
と想定し、どのような時にどのような行動を取るべきか確認しましょう。

土砂災害警戒情報、大雨特別警報、記録的短時間大雨情報発表など

避難勧告
速やかに避難を開始してください。

早めの避難行動を

避難指示(緊急)

緊急度
高

まだ避難していない人は直ちに
避難してください。

避難の完了

こんなときは、屋外の移動は危険です！
突然の異常気象で市からの避難情報が間に
合わない場合があります。身の危険を感じた
ら周囲の人と相談し、早めに安全な場所へ自
主避難しましょう。避難中はふたが外れたマ
ンホールや側溝、段差に気を付けましょう。

避難するときの注意
避難は徒歩で

避難する時は、動きやすい服装（肌の露出を抑
えた長袖、長ズボン）で、
２人以上で行動してく
ださい。
足元に注意を払う

長靴は足を取られる危険があります。ひもで締め
られる歩きやすい運動靴で避難してください。

・夜間や急激な降雨で路上の危険箇所
が分かりにくい。
・浸水のため水の流れが速い、用水路
の位置が分からないことなどから、転
倒の危険がある。

垂直避難

車での移動は控えて

自動車での避難は緊急車両の通行の妨げに
なります。また、冠水した道路を走るとブレー
キが効かなくなる恐れがあります。車での避難
は控えてください。
水位の確認

浸水した場合、歩ける深さは股下までです。水
深が腰まであるなら無理せず、高所で救助を
待つのが安全です。

浸水による建物倒壊の危険が無いと判
断される場合は、自宅や近隣建物の高
い場所へ緊急的な一時避難も検討して
ください。近くに崖や山がある場合は、
反対側の部屋に避難し、非常用持ち出
し袋と靴も必ず持参してください。

七尾ごころ
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大雨と土砂災害にどう備える
～いざという時に、身を守る行動とは～

緊急度
低

大雨・洪水注意報発表など

大雨・洪水警報発表など

注意喚起

避難準備・高齢者等避難開始

今後の気象情報に注意してください。

情報の収集
市からは屋外スピーカーや
防 災ラジオ、ケーブルテレ
ビ、市ホームページなどで
防災情報を発信しています。

屋外放送音声再生サービス
屋外スピーカーの放送が再生さ
れます。放送が聞き取れなかっ
た際は、ぜひご利用ください。
☎53-8333

インフォメールななお
気象情報や避難情報など、緊急かつ重要な防
災情報がメールで確認できます。

携帯電話での登録方法
QRコードの読み取り、または
「nanao@entry.mail-dpt.jp」
のメールアドレスを 送 信した後、
送られてきたURLで登録手続き
を行う。

高齢者や障害のある人、乳幼児
など 避 難 に 時 間 が か か る人は、
避難所へ避難を開始してください。それ
以外の人は、避難の準備をしてください。

自宅周辺の危険箇所を再確認
ハザードマップで危
険な箇所や避難場所
の確認をしましょう。
洪水、土砂災害、ため
池ハザードマップは
市ホームページなど
で確認できます。

崖や川のそばは避けようね

非常用持ち出し品の確認
食料や飲料水、持病
の薬など必要なも
の が そ ろってい る
か確認しましょう。

家族や近所と連絡を取る
不在にしている家族に連絡し、近所同士で声
を掛け合って、援助が必要な人の避難に協力
しましょう。

防災士の資格取得を助成します
女性防災士を
必要としています！

災害に関する専門知識を生かして、地域防災の中心的な役割を担う「防災士」。円滑な避難や避難所運営が
行われるためには、地域の実情を理解したリーダーの存在が不可欠であり、市は自主防災
組 織や町会に最 低1人の防災士の 確保を目指しています。防災 知 識や技能を習得したい、
非常時に地域住民の力になりたい人は、防災士育成研修を受講しませんか。
防災士

■日時／平成30年12月1日㈯、2日㈰ 9:00 ～ 18:30
■場所／生涯学習センター ラピア鹿島
■費用／受講料免除、試験料3,000円、登録料5,000円 ■申込期限／ 9月28日㈮
■申込方法／町会長または総務課防災対策室にお問い合わせください
※防災士の取得には普通救命講習の修了証が必要です。講習の詳細は七尾鹿島消防本部のホームページをご覧ください。

問

5

総務課防災対策室 ☎53-6880
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メートル、重さ2トンの巨大な6基の奉燈が漁師町を乱舞した。

「サッカサイ、サカサッサイ、イヤサカサー」
。男衆の威勢のいい掛け声と
共に高さ

祭りの 様 子 の
写真はフェイス
ブックにも 掲
載しています。

熱気に包まれていた。

facebook

男衆の気迫に町は沸き、祭りの

わが町こそが一番。誇り高き

な姿で多くの見物客を魅了した。

夕暮れになり明かりをともした奉燈は、幻想的な雰囲気をまとい、勇壮華麗

15

6
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無料

10月８日 参加者に特製元気カレーをプレゼント♪

（ソフトテニスふれあいの集い大会・2018里山フットサル大会は除く）

レクリエーション祭
祭
ところ

田鶴浜体育館および周辺

種目名

わくわくニュースポーツ
あそび体験

リレーマラソン大 会

アロマヨガと
健 康フラメンコ体 験 会

時 間

9：30〜

10：00〜

アロマヨガ10：00〜11：00
健康フラメンコ11：00〜12：00

田鶴浜テニスコート

旧田鶴浜中学校運動場

田鶴浜体育館２階

参加費

無料

部門：小学校、中学校、
高校、一般
１チーム 400円

無料
アロマヨガ先着 ２０人
健康フラメンコ先着 ２０人

申込期限

当日参加OK

9月28日

当日参加OK

お問い
合わせ

七尾市レクリエーション協会
宮西 ☎53-0175

七尾市陸上競技協会
山口 ☎68-3803

NASPO事務局
吉田 ☎54-0004

会

場

★駐車場はサンビーム
日和ヶ丘下大駐車場へ
雨天・荒天で中止の場合
当日、市のホームページで午
前7時にお知らせします。
七尾市

スポレク

検索

インターネットを利 用して
いない人は、市役所へお問
い合わせください。
☎53-3661

殿様道ウォーク

健康ウォーキング
(相馬編)

10月25日㈭、11月8日㈭
9：00〜12：00

10月27日㈯
9：00〜13：00

11月4日㈰
9：00〜12：00

のと蘭の国
パークゴルフ場

七尾サンライフプラザ

中島地区コミュニティ
センター豊川分館

相馬地区

無料

無料

無料

無料 定員80人

100円

申込期限

10月7日

10月15日

10月10日

10月5日

10月29日

お問い
合わせ

七尾市太極拳協会
中村
☎53-0300

中島地区地域づくり協議会
米谷
☎66-2341

田鶴浜スポーツクラブ
長田
☎68-3803

種目名

太極拳交流会

パークゴルフ交流大会

ニュースポーツの集い
卓球バレー・スカットボール・輪投げ

時 間

10月14日㈰
9：30〜11：30

10月19日㈮
9：00〜12：00

会 場

ワークパル七尾
多目的ホール

参加費

七尾市パークゴルフ協会 七尾市身体障害者協議会
堀岡
大山
☎52-2099
☎090-4684-7924

とのさまみち

七尾ごころ
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能登立国1300年記念事業 トライ！エンジョイ！スポレク祭

第13回

市民スポーツ・

10月８日（月・祝）9：00〜13：00 ※小雨決行

とき

8：00〜 参加者受付

9：00〜 田鶴浜体育館にて開会式、オープニング（バトントワーリング、ストリートダンス）

種目名

スポレク祭 参 加ウォーク
in 田鶴浜 5 ㎞・1 0 ㎞コース

ワンバウンドふらば ーる
バレーボー ル 体 験 会

グラウンド・ゴ ルフ大 会

体 力テスト

時 間

受付8：00〜8：50
スタート9：30〜

9：30〜

9：30〜

9：30〜

田鶴浜小学校運動場発着

田鶴浜体育館

田鶴浜多目的グラウンド

田鶴浜体育館

参加費

一般 500円
他協会員 300円
小中学生 無料

無料

無料

無料

申込期限

10月1日

当日参加OK

9月30日

当日参加OK

お問い
合わせ

七尾市ウォーキング協会
廣里 ☎090-3888-0906

スポーツ・文化課
宮下 ☎53-3661

七尾市グラウンド・ゴルフ協会
井上 ☎62-4665

スポーツ・文化課
宮下 ☎53-3661

会

場

協賛競技・イベント

期 間

10月 7 日（日）〜11月８日(木)

種目名

小学生バドミントン
交流大会

ソフトテニスふれあい
の集い大会

2018里山
フットサル大会

３世代交流戦
軟式野球大会

中島地域スポーツ交流大会
＆ニュースポーツ体験会

時 間

10月7日㈰
9：00〜16：00

10月8日(月・祝)
9：00〜17：00

10月8日(月・祝)
9：00〜17：00

10月14日㈰
8：00〜15：00

10月14日㈰
9：00〜12：00

会 場

七尾総合市民体育館

希望の丘テニスコート

七尾総合市民体育館

中島学童野球場

中島体育館ほか

参加費

1人 1,000円

無料

1チーム 2,000円

無料

無料

申込期限

9月25日

10月7日

9月28日

10月1日

10月5日

七尾市サッカー協会
上田
☎090-8965-4372

七尾市学童野球連盟
西野
☎090-1635-7771

なかじまスポーツクラブ
嶽
☎66-1212

お問い
合わせ

七尾ジュニアバドミントンクラブ 七尾市ソフトテニス協会
長澤
宮村
☎090-5173-1348
☎090-4680-7459

問

市民スポーツ・レクリエーション祭実行委員会（スポーツ・文化課内） ☎53-3661
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等伯墨絵教室

中島菜手打ちうどん作り

7月11日(水)

7月7日(土) 中島地区コミュニティセンター豊川分館

～天才絵師に思いをはせる～
天神山小学校

天神山小学校5年生32人が墨絵教室に参加し、講
師の橋元道彦七尾市文化協会会長から墨絵の特徴や
描き方などを教わった。
安土桃山時代に活躍した七尾出身の絵師長谷川等
伯の作品の中から自分が描く作品を選び、橋元さん
の指導の下、思い思いに墨絵を描いた児童。「墨を
薄めたり濃くしたりして描くのが楽しかった」と達
磨図などの絵を完成させた。教室を終えて墨絵を満
喫し、自分の作品の出来栄えに笑顔を見せていた。

～親子で地元特産品を使って挑戦～
小学校最終学年の思い出を親子で作ろうと、地元
の特産品「中島菜」の粉末を使った手打ちうどん作
りに、中島小学校6年生40人と保護者が挑戦した。
参加した親子は時折不安な様子を見せながらも、食
生活改善推進委員の指導の下、小麦粉に水を加え混
ぜたり、生地を袋に入れ足で踏んだり試行錯誤しな
がらうどんの麺を作った。
保護者が麺を茹で手打ちうどんは完成。楽しみな
がら作り上げた、ほんのりと苦みのある中島菜うど
んの味はいつまでも親子の心に残る。

廃校中in高階小

高校生による手話教室

7月16日(月・祝)

7月12日(木)

～児童の元気な声が響き渡る～
旧高階小学校

閉校となった小学校の校舎を利用して、テレビ番
組『逃走中』をまねた鬼ごっこが企画され、朝日小
学校の高学年ら約90人が参加した。企画した地域
おこし協力隊の任田和真さんが「地域を活気付ける
ことがやりたかった」と思いを語った。
鬼役のハンターが現れると児童は「逃げろ」と声
を上げ必死に逃げ回り、捕まった児童は牢屋へ。最
後まで逃げ切った児童は「ハンターが速かったけど楽
しかった」と話した。静かだった空き校舎に児童の
元気な声が響き渡り、地域住民の笑顔であふれた。

～手と表情で心を通わせる～
田鶴浜高等学校

山王小学校4年生58人が、田鶴浜高等学校健康
福祉科の3年生から手話を学んだ。
「おはよう」や
「こ
んにちは」など簡単なあいさつの手話を教わった後、
児童は『ありがとうの花』の曲に合わせて歌詞を手
話で表現する手話歌を練習した。
「耳が聞こえないのはとても不便だと思う。これ
から障害のある人の気持ちが分かるようになりたい」
と話した達萌々菜さん。児童は今後行われる車いす
体験やアイマスク体験を通してさまざまな人との接
し方を学び、豊かな心を育んでいく。

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

100歳のお誕生日おめでとうございます

100歳のお誕生日おめでとうございます

7月20日(金)

7月18日(水)

～金井米子さん～

介護老人福祉施設千寿苑

新潟県上越市で生まれ結婚し、2人の子どもに恵
まれた米子さん。20年前に夫を亡くし、市内に住
む次男哲さんと同居するため七尾に。現在入所して
いる施設ではおしゃべりや風船バレーを楽しんで過
ごしている。お祝いの会で、米子さんは岡野副市長
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「のんびり過ごすこと」と話した。
施設の職員が七尾に伝わる祝い唄七尾まだらを
踊って祝福し、会場は温かな雰囲気に包まれた。こ
れからも元気にお過ごしください。

矢田町

羽咋市で生まれ、大田町に嫁ぎ6人の子どもに恵
まれたかず子さん。現在、長男の政博さん家族と自
宅で生活し、週5回利用しているデイサービスで利
用者や職員と話すことを楽しみにしている。
16日に100歳の誕生日を迎え、津田健康福祉部
長から花かごを受け取ったかず子さん。家族から「こ
れからも元気で明るく過ごしてください」と祝福を
受けると、「いつも笑顔とありがたい言葉をもらっ
ています」と何度も感謝を伝えていた。これからも
元気にお過ごしください。

アユ漁体験

輝関がやってきた！

7月29日(日)

7月25日(水)

～地元の川で自然と親しむ～
花園町

南大吞地域づくり協議会が、投げ入れた網にアユ
を追い込んで取る漁法のテンカラ流し網漁体験を企
画し、旧有磯小学校校区の親子10組21人が参加し
た。参加した親子は、熊淵川で地元のアユ取り名人
の池岡徹さんと一緒に網を仕掛け、川をさかのぼっ
てアユを追い込んだ。
川に入ると「気持ちいい」などと楽しそうに声を
上げた児童たち。ずぶぬれになって川を進み、網に
掛かったアユを外し慎重に籠に入れた。地元の川で
伝統ある漁法を学び、自然に親しんだ。

11

～松木かず子さん～
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～ふるさとで子どもたちと触れ合う～
浜岡幼保園

石崎町出身の輝関が卒園した幼保園を訪れ、園児
と学童保育に通う小学生ら210人と交流した。園児
からの「お相撲をやっていて楽しかったことと苦し
かったことを教えてください」という質問に、輝関
は「日々の稽古は辛いけど、勝った時の喜びは大き
いです」と笑顔で答えた。
写真を撮ったり手を合わせて大きさを比べたりし
て触れ合った後、園庭で輝関が叩く太鼓に合わせて
奉燈を担いだ園児たち。嬉しそうに目を輝かせなが
ら輝関との出会いを楽しんだ。

自転車を止めたら
必ず鍵掛けを！

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

無施錠率 約92％

七尾署管内の自転車の窃盗被害は、平成30年6月末現在13件でした。
そのうち12件が鍵を掛けていませんでした。
駅や学校の駐輪場だけでなく、自宅に止めるときも必ず鍵を掛けましょう。
ワイヤ錠などで2カ所を施錠するツーロックをすると、さらに防犯効果が
高まります。

車上狙い対策の基本は2つ！

必ず鍵を掛ける

車内を空にする

「車庫のシャッターは閉めたから、車の鍵は掛けなくてもいいや」
「明日も持っていくバッグだし、車の中に置いておこう」
「保育園のお迎え、手が空いていないから自分のバッグは置いていこう」
「送り迎えには 10 分もかからないから、鍵は掛けなくても大丈夫かな」
コンビニで買い物をするとき
「すぐ戻ってくるしエンジンはかけっぱなしでいいか」

施錠をせずエンジンをかけっぱなしにすると、
車内の物が盗まれるだけでなく、車自体が盗まれる可能性も！

消 防
だより

9月9日は
「救急の日」です

和倉消防署 ☎62-0119

9月9日㈰は「救急の日」、9月9日㈰～9月15日㈯は「救急医療週間」です。
これは、住民の皆さんに救急医療と救急業務に対する正しい理解と認識を深めていただくための日で、七尾鹿島消
防本部でもイベントを開催します。ぜひお越しください。

救急車や七尾鹿島消防本部マスコットキャラクター
あんしん君と記念撮影をしよう！
●日時：9月9日㈰ 10：00～11：30
●場所：ホームセンターヤマキシ田鶴浜店（高田町）
●内容：救急車と資器材の展示、マスコットキャラクターあんしん君と
記念撮影、AEDを使用した心肺蘇生法の実技体験 など

～消防署からのお願い～

今年の夏は、例年以上に暑い日が続き連日熱中症の話題が絶えませんでした。その暑さが9月に入ってからも続くこ
とが見込まれますので、しっかりと予防しましょう。
【熱中症予防のポイント】
●部屋の温度を小まめにチェックし、室温28度を超えないようにエアコンや扇風機を
上手に使いましょう。
●喉が渇いたと感じたら必ず水分補給し、渇いていなくても小まめに水分補給しましょう。
●外出の際は体を締め付けない涼しい服装で。日よけ対策もしましょう。
●無理をせず、
適度に休息しましょう。 ●日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。

七尾ごころ
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り ま す 。こ れ ら の 病 気 に よ っ て

塞などを引き起こす原因にな

き や す く な り 、心 筋 梗 塞 や 脳 梗

と動脈硬化が進んで血栓がで

こ す 糖 尿 病 。血 糖 値 が 高 く な る

め 、さ ま ざ ま な 合 併 症 を 引 き 起

臓などの細い血管を徐々に傷

臓などの太い血管から目や腎

歳以上の国保加入者に特定健

期 的 に 行 い ま し ょ う 。現 在 、

診断や医療機関への受診を定

事 と 運 動 を 基 本 に 、ま ず は 健 康

も 重 要 で す 。糖 尿 病 予 防 に は 食

糖尿病を予防することはとて

し た 。認 知 症 に な ら な い た め に

の 第 一 位 は 認 知 症（ 約 2 割 ）で

が必要となった人の原因疾患

CLOSE UP FRESHMAN ! !

★

ななおの星
輝け！

34歳

の食品や無農薬の素材にこだ

わったお惣菜をお届けしていま

す。

◆趣味は？

フォークギターで子どもと歌を

歌うことです。童謡からフォーク

世代の曲までいろいろな曲を弾い

ています。

◆理想の人は？

自由に、やりたいことをやっ

て楽しむ人です。料理人として

働きに出たこともありましたが、

手間を惜しまず一品一品心を込

めて料理をしている今が一番充

実しています。

「ここーね」という惣菜店を営

く魚屋で働いていたので、魚料

魚がおいしいところです。長

◆七尾の好きなところは？

んでいます。「心と体のねっこを

理も得意です。祭りも好きで、

間を掛けた食事を多くの人に届

現代の流れに逆らいますが、手

を実感しました。時短を求める

かった経験から、食事の大切さ

が入った料理を全く受け付けな

体調を崩した時に、化学調味料

り、人づくりです。自分自身が

食を通した、健康なまちづく

◆将来の夢は？

ます。

毎年町の祭りで奉燈を担いでい

つくる」をコンセプトに、無添加

◆仕事は？

とおる

亨さん

糖 尿 病は 認 知 症の
リスクを 高めます

脳への血流が低下すると認知

診 を 実 施 し て い ま す の で 、受 診

年度に市で新たに介護

機能の低下も引き起こしやす

して自分の血糖値を確認して

平成

く な り 、糖 尿 病 の 人 は 糖 尿 病 で

みましょう。

40
出典：糖尿病治療ガイド2018-2019
（日本糖尿病学会編著）

鍛治

高血糖状態が続くことで心

な い 人 に 比 べ て 、認 知 症 を 発 症
するリスクが約2倍以上も高
いことが明らかになっていま
す。
高い血糖値のままで放置し
た り 、自 己 判 断 で 治 療 を 中 断 し

約２倍認知症に
なりやすい

じ

29

糖尿病
なし
糖尿病
あり

た り す る と 、自 覚 症 状 が な い ま
ま 糖 尿 病 が 悪 化 し ま す 。合 併 症
対策や認知症予防のためには、
糖尿病を早期に発見し血糖値

け、健康的で活気のあるまちに

なると良いなと思います。
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をコントロールすることが大
切です。

65歳以上の人

か

健康
ななお
ナビ

上下水道料金の
減免特例を実施中

平成30年 １ 月下旬から ２ 月上旬
の寒波により、給水管などの凍結
破損が原因で漏水された世帯の皆
さまを対象とした、上下水道料金
の減免特例の締め切りが迫ってい
ます。
■申込期限 9 月28日㈮
上下水道課 ☎53-8432

市有地を一般競争入札で
売却します
物件番号

■公売物件（土地）
所在地
面積
登記地目
最低売却価格
七尾市中島町横田ム12番 1
726.50㎡
雑種地
1,090,000円
七尾市中島町豊田町ヲ 4 番 3
92.50㎡
宅地
600,000円
①

②

■説明会(参加自由)
9 月18日㈫ 10：00～
市役所本庁 1 階101会議室
■入札参加申込期限
9 月28日㈮ 17：00
■入札日時
10月 1 日㈪ ①10：00②10：30
■入札場所
市役所本庁 1 階101会議室
監理課

平成31年度コミュニティ
助成事業募集開始

（一財）自治総合センターでは、
宝くじの受託事業収入を財源とし
て、地域の自治意識を高め、連帯
感を盛り上げるコミュニティ活動
に必要な備品などを整備する費用
の助成を行っています。
■申込期限 10月 5 日㈮
■提出書類
七尾市 コミュニティ助成事業

企画財政課

検索

☎53-1117

平成30年度
コミュニティ助成事業

（一財）自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、コミュニティ助成事業を行っ
ています。
中島町要貝町会が宝くじの助成
金で、町内の外灯や集会所内照明
のLED化、エアコン取り付け工事、
電子レンジ、テーブル、イス、簡易
テントなどの備品を更新しました。

《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】

このコーナーは敬称を省略します

市の人口
平成30年 7 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,122世帯 （
9）
人 口 53,190人
（△ 41）
男
25,215人
（△ 9）
女
27,975人
（△ 32）
年齢別人口
0 ～ 20歳 8,305人
21 ～ 64歳 25,657人
65歳～
19,228人
転入
89人 転出
96人
出生
19人 死亡
54人
婚姻
20件

国民健康保険税（ ３ 期）
納期限：10月 1 日（月）

愛の献血

企画財政課

全棟構造設計

お知らせと募集

納税のお知らせ

☎53-8747

経営者、社長、役員の方へ

NANAO情報通

☎53-1117

★資格取得講習会(七尾会場)案内！

9 月 7 日㈮
恵寿総合病院
10：00 ～ 11：45
13：00 ～ 16：00
献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター

検索

◆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12日～20日
（受講資格により日数決定）

◆クレーン運転特別教育

学科11月14日 実技11月15日

★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。

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 ９ 日㈰

会 場
中島健康福祉センターすこやか【託児あり】

受付時間
8:30～10:00
8:30～10:00
9 月12日㈬ 七尾サンライフプラザ
13:00～14:00※
能登島地区コミュニティセンター【託児あり】 8:30～10:00
9 月26日㈬
（能登島総合健康センター）
13:00～14:00※
8:30～10:00
10月11日㈭ 七尾サンライフプラザ
13:00～14:00※

※特定健診は実施していません。
【がん検診の予約の空き状況が確認できます】
（公財）石川県成人病予防センター
ホームページ閲覧用ＱＲコード
健康推進課

☎５３-３６２３

福祉・介護の仕事セミナー＆
個別相談

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 9 月11日㈫、10月18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。
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

「無料公証相談所」開設

10月 1 日から 7 日までの公証週
間に合わせ、公証人が無料で相談
に応じます。
遺言や養育費の支払い、金銭や
不動産の貸借、任意後見契約など
大切な契約は公正証書にしておく
と安心です。
■日時 10月 1 日㈪～ 5 日㈮
9 ：00～17：00
■場所 七尾公証役場(藤橋町)
七尾公証役場 ☎52-6508
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2018フォーラム七尾まつり

フォーラム七尾で活動する生涯
学習グループが日頃の学習や創作
の成果を発表します。
作品展示のほか、芸能発表があ
ります。
■日時 9 月16日㈰、17日(月・祝）
■内容
作品展示 10：00～16：00
芸能発表 16日 13：00～
17日 13：40～
■場所 パトリア 4 階
フォーラム七尾
■入場料 無料
フォーラム七尾 ☎52-5222

義援金を被災地に送金します

皆さまからお預かりした義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地
へ送金されます。
■義援金をいただいた方のご芳名
（敬称省略）
【平成30年 7 月豪雨災害義援金】
山原昌娃着物着付学院、鵬学園高
等学校生徒会、宮川紀一、松本佐
智子
【東日本大震災義援金】
松本佐智子
福祉課 ☎53-3625

第 ２ 次七尾市総合計画（案）の
ご意見を募集します

新しい「七尾市総合計画」の策
定にあたり、市民のご意見を広く
募集します。
■募集期限 9 月20日㈭
■公表場所
本庁、ミナ．クル 2 階、パトリ
ア 3 階、 各 行 政 サ ー ビ ス コ ー
ナー、市ホームページ
企画財政課 ☎53-1117

ロータリースマイルコンサート2018

市内外の中学校と高等学校の吹
奏楽部、一般吹奏楽団による演奏
会を開催します。
■日時 9 月23日(日・祝)
13：00 ～
■場所 七尾サンライフプラザ
大ホール
■入場料 無料
七尾ロータリークラブ
☎53-5590

目の不自由な人の福祉相談会

目が見えない、見えにくいこと
で悩んでいませんか。生活相談の
ほか、便利な生活支援用具の利用
体験もできます。ご家族もご一緒
にどうぞ。
■日時 9 月25日㈫
10：00～15：00
■場所 和倉地区コミュニティセンター
■費用 無料
■申込期限 9 月18日㈫
※送迎を希望する人は、申し込み
時にご相談ください。
福祉課 ☎53-8464

目の不自由な人の生活訓練

パソコン操作や歩行訓練などを
無料で個別に受けられます。 1 回
2 時間程度、場所は自宅など相談
に応じます。
石川県視覚障害者協会
☎076-222-8781

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、
壁掛型姿見、ローテーブル、鏡台、
本棚（大・小）、食器棚、 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 ４ 台、子ども用自転
車 １ 台、ペットサークル犬・猫用、
ベビーカー、ベビーベッド、プラ
レール、チャイルドシート、獅子
舞子ども踊り子衣装、チャイルド
ゲート、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

分譲宅地サンタウン万行
奨励金申し込み受付中

■交付対象
次のすべてに該当すること
・定住を目的としていること
・万行地区土地区画整理事業区
域の保留地で一戸建て住宅を
建築するために土地を購入し
た個人または法人
・平成28年 4 月 1 日以降に保留
地を購入したこと
■交付額 １ 区画につき200万円
都市建築課

☎53-8429

「無料調停相談会」開催

交通事故や金銭、近隣トラブル
などを調停制度を使って解決しま
せんか。調停委員が相談に応じま
す。
■日時 9 月29日㈯
10：00～15：00
■場所 パトリア 5 階
フォーラム七尾和室
七尾調停協会 ☎52-4622

簿記講座受講者募集（全24回）
簿記は、日々の経営活動の記録
や計算、整理をして経営成績と財
政状況を明らかにする技能です。
簿記の基本を学びながら日商簿
記 3 級の試験合格を目指しましょ
う。
■申込期限 9 月12日㈬
■開講日時 9 月19日㈬～
11月16日㈮
18：30～20：30
※祝日を除く月、水、金に開催
■場所 七尾商工会議所
■受講料 5,000円
（テキスト代含む）
七尾商工会議所 ☎54-8888

法律相談開催

■開催日・弁護士
9 月13日㈭ 村井 充
9 月20日㈭ 村上 巧市
9 月27日㈭ 菊池 環
10月 4 日㈭ 村上 久幸
■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

各種審議会などへの
女性参画状況

七尾市男女共同参画推進プラン
（第 3 次）では、政策などに男女
双方の意見が対等に反映されるよ
う、平成32年度までに、審議会な
どへの女性委員の登用率を40％と
する目標を掲げています。平成30
年は34. 6 ％です。今後も、目標
に向けた取り組みを推進します。
総務課人権・男女共同参画室
☎53-1112

平成31年成人式

進学や就職などで市外に転出し
た人で、七尾市の成人式への出席
を希望する人はご連絡ください。
■日時 平成31年 1 月13日㈰
10：30～
■場所 七尾サンライフプラザ
■対象者 平成10年 4 月 2 日～
平成11年 4 月 1 日に
生まれた人
成人式実行委員会事務局
（スポーツ・文化課内）
☎53-3661

平成30年住宅・土地統計調査が
行われます

■実施機関 総務省
■調査対象 1 調査区に対して、
無作為に選ばれた17世帯です。
（七尾市全体で約2,500世帯）
■調査の概要
・住宅および住宅以外で人が居住
する建物に関する実態
・現住居以外の住宅、土地の保有
状況 など
■調査結果の活用
耐震や防災を中心とした都市計
画づくり、空き家対策などに活
用されます。
■回答方法
インターネットまたは紙の調査
票でご回答ください。
■調査書類の配付方法
対象となるお宅に対して、調査
の依頼に先立ってインターネッ
ト回答用の書類を調査員がポス
トに投函します。ご理解とご協
力をお願いします。

総務課

☎53-1111

七尾ごころ
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9 月10日は下水道の日
暮らしに欠かせない下水道の
ことを考える日です

下水道に接続すると、清潔で快
適、爽やかな暮らしができます。
排水路へ生活排水が流れ込まない
ので、清潔できれいな街になりま
す。また、川や海がきれいになり
ます。個人所有の浄化槽は維持管
理、検査が不要になり修理も必要
なくなります。
【下水道接続工事のお願い】
供用が開始された区域にお住ま
いで、宅内工事がまだ完了されて
いない人は、お早めに七尾市が指
定する排水設備業者に依頼し、接
続してください。
まだ公共下水道の供用がされて
いない区域でも、浄化槽を推進す
る地域もありますのでご相談くだ
さい。

上下水道課

☎53-8466

のと里山空港「空の日」フェスタ

のと里山空港往復航空機利用券
が当たる「のと里山空港じゃんけ
ん大会」や飛行機の操縦体験がで
きる「フライトシミュレーター」、
普段は入ることができない滑走路
の近くから航空機の離着陸を見学
できる「のと里山空港バスツアー」
など、多彩なイベントを開催しま
す。
■日時 10月 7 日㈰
9 ：30～16：00
■場所 のと里山空港
のと里山空港「空の日」実行委
員会 ☎0768-26-2100
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第 2 回七尾学講座
参加者募集

「七尾線開業120周年～鉄道を知
ろう～」と題し、七尾の鉄道を学
びます。
■日時 9 月24日（月・振休）
9 ：00～12：00
※ 8 ：50までに市役所前集合
■場所 七尾駅、徳田駅
■定員 20人（先着順）
■申込期限 9 月19日㈬
■費用 大人380円
（徳田駅までの往復乗車賃）

スポーツ・文化課

☎53-8437

第 3 回七尾学講座
参加者募集

市民大学講座と共同で「こしの
くに国府フォーラムin高岡」に参
加します。
■日時 10月13日㈯
9 ：00～17：00
※ 8 ：30までに市役所前集合
■場所 高岡市万葉歴史館ほか
■定員 30人（先着順）
■申込期限 10月 9 日㈫
■費用 1,500円(昼食代など)
スポーツ・文化課

☎53-8437

初心者テニス教室のご案内

年齢や性別、経験を問わずどな
たでも気軽に参加できます。
■日時 毎週水曜日
19：00～21：00
■場所 希望の丘テニスコート
（万行町）
■参加費 1 カ月3,000円
七尾市テニス協会 辻口
☎57-1955

小型特殊自動車や原動機付自転車
の登録・名義変更・廃車の手続き

トラクターやコンバイン、耕運機
などの小型特殊自動車、125cc以下
の原動機付自転車を購入や処分、
譲渡した時は手続きが必要です。
登録内容に変更があったとき
は、早めに手続きをしてください。
■窓口
税務課、田鶴浜・中島・能登島
行政サービスコーナー
税務課 ☎53-8412

女性と企業をつなぐ
マッチング交流会

イベントでは、企業の採用担当
者や女性社員から企業の雰囲気や
働き方、仕事の内容などを直接聞
くことができます。
■日時 9 月27日㈭
13：30～16：30
■場所 七尾サンライフプラザ
■対象者 働きたい女性
■参加費 無料
■その他 無料託児サービス有り
服装自由・履歴書不要
入退場自由
■主催 石川県
女性ジョブサポート石川
女性ジョブサポート石川

検索

ウイルフラップ株式会社
☎0120-367-194

9 月10日㈪～ 16日㈰は
「自殺予防週間」です

～誰も自殺に追い込まれることの
ない社会の実現を目指して～
かけがえのない命を守るため
に、一人一人が大切な人の心のサ
インを見逃さず「気づき」「傾聴」
「つなぎ」「見守る」ことが、自殺
予防につながります。心理士や保
健師が心の健康に関する相談に応
じています。また、講座の開催に
も対応しています。
健康推進課 ☎53-3623

第77回七尾城まつり

■前夜祭 9 月15日㈯（懐古館）
18：00～
邦楽の夕べ
光の回廊
■本祭 9 月16日㈰
10：00～
奉納演舞（本丸跡周辺）
【出演者】
七尾豊年太鼓、鍛治町でか山
木遣り、御陣乗太鼓、越後上
越上杉おもてなし武将隊、村
田彦二、矢田郷地区各幼保園、
天神山小学校、鵬学園高等学
校、剣詩舞教室
10：55 能登畠山物語
～七尾城の戦い～
12：20 城山のろし風船
13：20 77枚の連凧あげ
■第23回九月十三夜全国詩吟大会
9 ：30 ～ 七尾サンライフプラザ
■無料シャトルバス
区間：矢田郷地区コミュニティ
センター～本丸跡
時間： 8 ：00～

ピアノ大好きコンサート

スタインウェイピアノであなただ
けの音色を奏でませんか。皆さん
の申し込みをお待ちしています。
■開催日 12月 9 日㈰
■場所 七尾サンライフプラザ
大ホール
■参加費 1,000円
■申込期限 11月 4 日㈰
■持ち時間 7 分以内で 2 曲まで
七尾市公共施設管理公社
☎53-1160

日本最大のクルーズ客船「飛鳥
Ⅱ」が七尾港に入港します。皆さ
んで歓迎やお見送りをしましょう。
■日時
・ 9 月 9 日㈰
(入港) 7 ：00 (出港)16：00
・10月26日㈮
(入港)10：00 (出港)21：00
■場所 七尾港大田埠頭
七尾港整備・振興促進協議会
☎54-8888

石川県立七尾産業技術専門校
平成31年度訓練生募集

「行政書士無料相談会」開催

■募集学科(定員)
普通課程生産設備保全科(10人)
普通課程自動車整備科(30人)
■応募資格
高等学校卒業または卒業見込み
の人でおおむね35歳までの人
■訓練期間
生産設備保全科： 1 年間
自動車整備科 ： 2 年間
■申込期間
10月 1 日㈪～ 10月31日㈬
石川県立七尾産業技術専門校
☎52-3159

富山県高岡市交流情報
第38回高岡万葉まつり

矢田郷地区コミュニティセンター
☎52-5240

七尾検定2018は
平成31年 2 月23日㈯開催

申し込み受け付けなどの詳細
は、広報10月号に掲載します。
七尾検定実行委員会事務局
（スポーツ・文化課内）
☎53-8437

客船「飛鳥Ⅱ」七尾港寄港

日本最古の歌集「万葉集」の編
者として知られる大伴家持は、奈
良時代に越中国守として高岡に赴
任し、多くの秀歌を残しました。
「万葉集全20巻朗唱の会」に加
え、今年は越中三賦ミニコンサー
トなどのイベントも開催されま
す。
■期間 10月 5 日㈮～ 10月 7 日㈰
■場所 高岡古城公園
中の島特設水上舞台ほか
高岡万葉まつり実行委員会
（高岡市観光交流課内）
☎0766-20-1301

相続や遺言、各種許可申請の手
続きなどの相談にお答えします。
【電話による無料相談会】
■日時 10月 5 日㈮～ ７ 日㈰
10：00 ～ 16：00
☎076-268-9110
【面談による無料相談会】
■日時 10月 7 日㈰
10：00～16：00
■場所 アル・プラザ鹿島
1 階中央イベント広場
石川県行政書士会
☎076-268-9555

障害者技能競技大会
アビリンピック石川大会開催

障害を持った人が、日頃培った
技能を競う大会を開催します。ま
た、参加選手を募集します。
■日時 10月21日㈰
10：00～14：00
■場所
石川職業能力開発促進センター
（金沢市観音堂町へ 1 番地）
■種目
ワードプロセッサ（一般・支援
学校部門）、データ入力（知的
障害者）、オフィスアシスタン
ト、ビルクリーニング、喫茶サー
ビス
■申込期限 9 月14日㈮
(独法)高齢・障害・求職者雇用
支援機構 ☎076-267-6001

七尾ごころ
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第32回徳田まつり
■日時

羽咋市

唐戸山神事相撲
～水なし、塩なし、
まったなし～
2 千 年に わたって継
承される神事相撲を
観戦しませんか。
［日時］9 月25日㈫ 17：30～
［場所］唐戸山相撲場（南中央町）
商工観光課 ☎0767-22-1118

10月 7 日㈰
10：00～14：00
能登歴史公園

■場所
■内容
石川県警音楽隊、成世昌平歌謡
ショー「はぐれコキリコ」、獅
子舞、太鼓、演奏、踊り、模擬
店、リサイクルバザー、青空市
（地元特産品）、お茶席、里山
ワークショップ、はしご車乗車
体験、自衛隊フェア、防犯フェ
ア

志賀町

見竹神社萬燈祭
竹 燈 籠にろうそくを
ともし、神 社の境内
や川べりなどに並べ、
１ 万個以 上の明かり
が集落を照らします。
幻想的な秋の里山風情をお楽しみください。
［日時］ 9 月16日㈰
［場所］見竹神社（長田）
商工観光課 ☎0767-32-1111

中能登町

第13回中能登町福祉のつどい
［日時］9 月30日㈰
［場所］ラピア鹿島
［内容］
9 ：00～ 福祉功労者
表彰式典
10：00～ ふれあいステージ
・抽選会
13：30～ 記念講演 辛坊 治郎
社会福祉協議会（ゆうゆう内）
☎0767-74-2252

宝達志水町

東間(あずま)大花火
宝達山の麓に位置する「花火師の郷」東間。
趣向を凝らしたさま
ざまな花火をお楽し
みください。
［日時］9 月29日㈯
20：00～
［場所］宝達志水町東間農村公園
※駐車場 放牧場（石川県畜産試験場）横
能登煙火(株) ☎0767-28-2514
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西湊まつり2018

前田利家公と甲冑姿の住民によ
る武者行列が練り歩きます。今年
は畠山家と前田家の合同法要を長
壽寺で行い、はしご車の試乗体験
もできます。武者行列による交通
規制にご協力ください。
■開催日 9 月30日㈰
10：00～14：00
■場所
西湊地区コミュニティセンター
■内容
武者行列、テント村、合同法要、
作品展示、アトラクション
■出演者
西湊鬼楽太鼓、西湊保育園、小
丸山認定こども園、小丸山小学
校、七尾吹奏楽団、なぎの浦子
ども太鼓、西湊女性会、舞士道、
海々、あらた、きらら華小町

徳田まつり実行委員会
☎57-1252
2018

七尾まだら保存伝承師
認定審査会
■日時

9 月23日(日・祝)
13：00～
七尾美術館

■場所
■審査料
唄、踊り、三味線とも1,000円
七尾まだら保存会
☎52-1513

杉田
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西湊地区
コミュニティセンター

行列により全面通行止めになります
10：00～12：00

西湊保育園

西湊地区
コミュニティ
センター

〒津向町

卍妙観院

長壽寺
ファミリーマート
和光苑
七尾西湊合同庁舎

・

ベイモール しまむら
石川トヨペット
全面通行止め

長壽寺

迂回ルート

西湊まつり2018実行委員会（西湊地区コミュニティセンター内）

西湊地区コミュニティセンター
8

西湊まつり2018実行委員会
（西湊地区コミュニティセンター
内）☎52-2623

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

9月10日（月） 13:30 ～ 16:00

※以下4つの相談受付は終了の20分前まで

10月1日（月） 13:00 ～ 15:00

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

9月20日（木） 10:00 ～ 12:00
9月20日（木） 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

9月21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

9月13日（木）
13:00 ～ 15:30
9月28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

毎週月～金曜日

8:30 ～ 17:15

9月9日(日) 9:00～14:00
秋の新鮮野菜がいっぱい

check!

リサイクル品も♪

パソコンQ＆A講座 9：00～12：00
～パソコン持参ください。(無くてもOK）～
ご予約ください♪52-4680まで

ふれあいの集い

2018.10.13 sat. 9:00～14:30

18回目

『1+1=2√3』
世の中はチャンスで溢れています
今、この瞬間もチャンスが転がっている
他人の愚痴ばかりの人はそんなもん来ない
ラッキーも偶然も本気の人だけやってくる
辛くて諦めたい時ほど最大級のチャンス！
自分次第で人生はどんだけでも変わる！

有料広告欄

ふれあい市 @ワークパル七尾

西川総合建築／西川測量登記
代表取締役社長 西川剛志

@ワークパル七尾

歌謡舞踊ショー テント市

青空市

サークル発表

お仕事承ります
処分 掃除
引っ越し

剪定

テントたて

襖・掛軸・額の張替等
・・・・・見積り無料・・・・・

草刈り

コヤウチ表具

筆耕

七尾市田鶴浜町へ-10-1

シルバーだから頑張れる事が
あります
（公社）七尾市シルバー人材センター

電話 68-3443
携帯 090-4686-0480

七尾市小島町西部1番3 ℡：52-4680

七尾ごころ
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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、

七尾市休日当番医

休日当番薬局

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00( 開局時間）

9月 9日
（日）

今井歯科医院
☎52-2684
小丸山台

なかのとまち薬局
℻76-2729
中能登町二宮

9月16日
（日）

木元歯科クリニック
☎53-5151
北藤橋町

はせがわ薬局
℻76-2160
中能登町井田

9月17日
（月・祝）

石橋歯科医院
☎52-0875
馬出町

七尾らいふ薬局
℻52-3507
藤橋町

9月23日
（日・祝）

梅歯科医院
☎53-5544
山王町

神明あおぞら薬局
℻53-8932
神明町

9月24日
（月・振休）

守友歯科医院
☎53-1320
神明町

9月30日
（日）

大森歯科医院
☎53-0343
府中町

◆休日当番薬局（土）
9月 8日（土）

ふじはしまち薬局
℻57-5363 藤橋町

新聞または市ホームページで

検索

最新情報を確認してください。

休日在宅当番医
9：00 ～ 12：00

診療科目

小児休日当番医

9：00 ～ 12：00

かじ内科クリニック

公立能登総合病院
☎52-6611
内科・消化器内科・
藤橋町
☎76-0002 中能登町二宮

円山病院

☎52-3400

府中町

内科

浜野西病院

☎52-3262

津向町

内科

三林内科胃腸科医院

☎54-0350

府中町

内科・胃腸内科

おくむら内科胃腸科医院 ☎57-0753

下町

内科・胃腸内科

中村ペインクリニック ☎53-8688

神明町

ペインクリ
国立病院機構七尾病院
ニック

辻口医院

☎66-0118

中島町浜田

外科・循環器科

モリ薬局
℻53-4656
桧物町

みばやし眼科

☎54-0384

国分町

眼科

なかお内科医院

☎74-2132

中能登町良川

内科

つじ薬局
℻62-4044
和倉町

うおぎし医院

☎52-1123

藤野町

山﨑医院

☎62-2209

石崎町

9月15日（土）

国下整形外科医院

☎54-0131

徳田あおぞら薬局
℻57-0892 下町

2018/8/13

整形外科
外科

9月22日（土）

コトブキ薬局
℻52-8114 桜町

大和町

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町
公立羽咋病院
☎0767-22-1220
羽咋市的場町
☎53-1890
松百町

公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町

胃腸科・外科・
公立能登総合病院
内科
内科

9月29日（土）

中山薬局
℻52-1382 生駒町

☎52-6611
藤橋町

10月 6日（土）

あおぞら七尾薬局
℻54-8988 作事町

※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。

高卒者を積極的に採用しています！
将来の幹部候補として、若い力を募集します。

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

NEW
STYLE CAR SHOP
カフェ？ダイニングバー？車とカフェが楽しめる

今までにない新しいスタイルのお店が誕生しました。
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 。
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

会員じゃなくても
気軽に利用できます！

ビジター利用料金

ジム/プール
1回 600円

税込

お問い合わせは…☎５２－２９７０

スポーツギャザー７７０ 検索⏎

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

暮らしに寄り添ううつわに見る作家たちの表現を通して、
53-1500
ガラスのうつわの現在（いま）を探ります。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料

11月4日(日)まで
9：00 ～ 17：00
(入館は16：30まで)
一般800円、
中学生以下無料
9月18日(火）

■休 館 日

66-2323

小谷眞三
右／「手付長角瓶」制作年不明、作家蔵
左／「白泡ゴブレット」制作年不明、作家蔵
前／「ワイングラス」制作年不明、作家蔵

やさしいコーヒーの淹れ方講座

世界が絶賛した浮世絵師

9/17
まで

北斎展～師とその弟子たち～
66-2323

葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」の浪冨士はダイナミック。
「北斎漫画」はユーモアいっぱい！風景画や美人画、役者絵、
怪絵とバラエティ豊か。弟子や北斎に影響を受けたフランス
人画家の「エッフェル塔三十六景」など、約200点を展示
しています。世界に誇る北斎芸術をぜひお見逃しなく！
■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あります。
※ティールームでは本展限定メニューな
どを注文した人に、オリジナルコース
ターを１枚プレゼント♪

84-1175

のとじま手まつり実行委員会との連携イベント。地元の作家が制作
した器を使いながらやさしいコーヒーの淹れ方を学びます。
■日
■場
■講

時
所
師

9月16日(日)、23日(日・祝)10：00 ～、14：00 ～
別棟2階
純喫茶中央茶廊マスター
窪丈雄（アドバンスド・コーヒーマイスター）
500円
■所要時間 約60分
各回8人
■申込方法 電話で受付

84-1175

■参 加 費
■定
員

84-1271
「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」葛飾北斎
※通称「浪冨士」

53-1500

『北斎漫画・十編』葛飾北斎

84-1271
☎84-1271
9/15
9/24

水族館の秋

53-1500

風が少しずつ涼しさを運んできてくれる季節になりまし
た。行楽の季節に水族館を満喫しませんか。

のとじま水族館秋祭り

66-2323

■期 間 9月15日(土) ～ 24日(月・振休)
※9月17日（月・祝）は65歳以上入場無料
その他敬老の日イベントもあります。

夜の水族館
■開催日
■時 間
■入場料

9月8日(土)、9月16日(日)、9月23日(日・祝)
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

☎66-2323
66-2323

無名塾 交流会

10/6

無名塾の舞台『かもめ』の10月6日(土)の公演終了後に、
無名塾との交流会を行います。舞台『かもめ』の出演者と
直接お話しできる絶好の機会です。参加希望の人は能登演
劇堂へ電話でお申し込みください。
■日

時

■参加人数
■参 加 費

10月6日(土）
17：00 ～
先着100人
3,000円

映画『あぁ栄冠は君に輝く』の上映会

☆イベント詳細はホームページ、電話でご確認ください☆

■日
■場

時
所

■出

演

前回交流会より

10月5日(金)14：00
中島地区コミュニティ
センター多目的ホール
松崎謙二、渡辺梓、
七尾市民ほか
1,000円

■料 金
■主 催
(公財)演劇のまち振興事業団
演劇のまち活性化交流事業実行委員会

松崎謙二

渡辺梓

七尾ごころ
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みんなの本棚

地域密着の自主放送

「ニコニコちゃんねる」

うちどく

23日はななお家読の日

を楽しみませんか

ニコニコちゃんねるって？

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は、市からのお知らせや地域の出来

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

事、学校の行事などを週替わりで放送しています。

毎週月曜日に更新し、月曜日から日曜日まで同じ内容です。
放送時間は？

放送しています。

人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方

放送内容は？

五木 寛之 著

・3分程度のニュースを数本
知らせしています）

・市からのお知らせや暮らしの情報を数本

番組のリクエストができます！

認知症予防におすすめ図書館利用術

見逃してしまった、またはもう一度見たい番組をリ

結城 俊也 著

クエストすることで、過去の番組を視聴できます。
番組リクエストは

☎53-1130（平日9：00～14：00）

加入申し込みは

☎53-8699（平日8：30～17：00）

図書館からのお知らせ

【今月のニコニコちゃんねる】

〇市立図書館絵本コーナーの移転に伴う休止

絵本コーナーを充実させるため（旧）親子ふれあいランド跡に移転します。
移転中は、絵本と紙芝居の貸し出し、定例お話し会を休止します。ご迷惑を
お掛けしますがご理解をお願いします。
【絵本コーナー休止期間】
期 間：９月29日(土)まで
プレオープン：９月30日(日)10：00

9月3日(月) ～ 9日(日)
なるほどなっとく市政講座「くらしと環境・安全」
10日(月) ～ 16日(日)
七尾市町会連合会 行政との連絡会

〇友の会文化講座

テーマ：能登立国千三百年に寄せて
日 時：９月28日(金)13：30 ～ 15：30
場 所：寄合い処みそぎ
講 師：西山 郷史（真言宗大谷派西勝寺住職）
参加費：500円
定 員：20人
※講演の後、西山講師との懇談の時間があります。煎茶を味わいながら、歴
史に思いをはせてみませんか。

17日(月・祝) ～ 23日(日・祝)
第3回七尾市議会定例会(録画)
24日(月・振休) ～ 30日(日)
第3回七尾市議会定例会(録画)

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:9月15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）

《日外アソシエーツ》

リハビリのプロが薦める認知症予防法は「図書
館を利用すること」。ウォーキングを兼ねて図
書館へ行き、本探しで脳のトレーニング｡ イベ
ントに参加することで、脳に刺激を与えて人と
のつながりを作る。五感を使って楽しめる児童
書も紹介されており、認知症を予防したい人、
図書館をもっと活用したい人にお薦めの１冊。

毎日15時からリクエスト番組を放送しています。

無 料 法 律 相 談 会

《PHP研究所》

病は「治す」のではなく「治める」もの。「風
邪」は体を整えるための絶好のチャンスと捉え
る。他の人と違っても、自分の体が「良い」と
言えば良い。70年以上も医者にかからずに健
康を維持してきた五木さんによる独自の「いい
加減」養生法が紹介されている。

・30～60分程度の番組を1本（下記に今月の内容をお

七尾ごころ 2018.9

☎53-0583
☎53-3662
10月末まで休館
☎66-8000

新着情報

6時、8時、11時、18時、21時の1日5回、2時間枠で

23

検索

七尾市立図書館

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

介護施設調理補助講習
9/19(水)～9/21(金)
～3日間～
会場/ 七尾サンライフプラザ
〆切 9/7(金)

10名

(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

お熊甲祭

か
ぶ
あ
ら
か
し

日㈭
分〜

と
ひ

みこしや枠旗が境内へ参入
※

ま

午前8時

く

30

こ じんじゃ

9月5日発行

No.168 平成30年（2018）

9月号

久麻加夫都阿良加志比古神社
（中島町宮前）ほか

9月

日時

場所

七 尾ごころ
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編集・発行

問

観光交流課

☎53-8436

無料シャトルバスをご利用ください
能登中島駅

中島地区コミュニティセンター

祭り会館

●能登中島駅発／8：00～16：00 ●祭り会館発／8：30～16：30

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

駐車場

〒926-8611

●中島地区コミュニティセンター（中島町中島）
●中島小学校（中島町上町）
●中島地区コミュニティセンター熊木分館
（中島町上町）
●祭り会館（中島町横田）

Editor's Note

編集後記
まだまだ暑い日が続きますが、
皆さん 体調を崩していませんか。
TEL.0767-53-1130

FAX.0767-52-0374

いたずらなら
任せて！

すべり台
大好き！

今 年の夏は 猛暑日が 続き、夜に
なっても気温が下がらず寝苦しい
日の連 続 。その上、1カ月近く雨
が降らないことも。また、台風が
異常なルートで日本列島に上陸

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

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

みやもと

宮本

さ

ち

な

紗幸奈ちゃん

平成27年
6月3日
生まれ

（父：樹利／母：穂奈美）中島町浜田

とってもおしゃべりなさちな。外で遊
ぶことが好きです。これからもたくさ
ん遊ぼうね！

こ ばやし

小林

平成28年
7月14日
生まれ

そう すけ

奏介くん

（父：裕宜／母：沙季）三室町

食べるのが大好きで毎日おかわりして
います。たくさん食べてたくさん遊ん
で、でかなれよ～！

し、豪雨災害に見舞 われた地域
もありました。いよいよ台風の季
節到来。備えあれば憂いなし。皆
さんも非常用持ち出し袋を用意
するなど大雨や台風による風水
害に備えましょう。

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。

（堤）

