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No

広報ななお

小丸山城址公園

その前に

～自分でできる
浸水・洪水対策～

近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。令和元年に発生した台風19号では
東日本を中心に記録的な大雨に見舞われ、千曲川（長野県）の氾濫により、死亡や負傷、家屋の損壊や浸水など多大な被害
を受けました。市では、平成30年8月末の集中豪雨による中島町の熊木川などの氾濫で浸水被害を受けました。幸い死亡
や負傷などといった人的被害はありませんでしたが、今後発生するかもしれない浸水被害を最小限に抑えるため、洪水ハ
ザードマップを活用した事前の備えをお願いします。洪水ハザードマップは広報ななお5月号と一緒に全戸配布しています。

（例）御祓川ハザードマップ

計画 規模
「50年に1回の降雨」により、
河川が氾濫した場合の浸水
状況を示したもの。

浸水想定区域 図
浸水の可能性がある区域を
4 段 階に分 け て色 付けして
います。黄 ⇒ 薄 オレンジ ⇒
薄桃⇒濃桃の順に浸水が深
くなります。
（地図上の色付
き部分で確認）

浸水実績（緑斜線）
過去に洪水や側溝が溢れる
ことによる内水氾濫といった、
浸水被害の実績がある区域
堤防が削られて、建物の倒壊が想定される区域（河岸浸食）

を表記しています。

水の流れによって、建物の倒壊が想定される区域（氾濫流）

※地図に色付けした浸水想定区域以外
のところでも、状況によっては浸水す
ることがあります。

3 安全な避難経路を決める…大雨のときに浸水の危険性がある水路や橋などの場所を確認し、
避難経路を複数決めておきましょう。
4 家族で災害時の対応を話し合う…災害時に家族が適切な行動を取れるように、役割分担や
貴重品の保管場所、持ち運ぶ物など家族の共通ルールを作りましょう。
5 周辺住民が協力する…周辺住民と災害に備えた行動を話し合い、情報を共有しましょう。高
齢者など避難に支援が必要な人もいるので、みんなで協力し助け合いましょう。
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危険が迫る
洪水ハザードマップとは

想定 最 大 規模

石川県が公表した御祓川、熊木川、二宮川の洪水浸水想定区域図に基づ
き、皆さんが住む地域の避難場所などを分かりやすく地図にまとめたもの
です。災害発生時や危険性がある場合の迅速な避難行動に役立ちます。

（例）御祓川ハザードマップ

「 想 定し得 る最 大 規 模 の 降
雨（1000年以上に1回の降
雨）」により、河川が氾濫した
場合の浸水状況を示したもの。

地域や家庭でできること
側溝の日常点検と清掃
道路横にある側溝は、
降雨時に雨水を
排水する重要な役割を持っています。
落ち葉やごみなどがたまらないように、
日頃から点検と清掃をお願いします。

土のうの活用
土のうは、家などの浸水しやすい箇所
に積み上げておくと、
いざというときに浸
水を防いでくれます。浸水でお困りの人
は事前に準備をお願いします。

「土のうを作る材料は
どこで手に入るの？」
土のう袋や中に詰める砂は、
ホームセン
ターなどで購入できます。袋の中に適量
の砂を入れて封をするだけなので簡単に
作れます。その他、
ラジオや携帯トイレ、
懐中電灯など災害時に役立つ便利な
グッズもそろっています。今のうちに備蓄
品や防災備品を見直しておきましょう。

洪水ハザード
マップの使い方

総務課防災対策室
3
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1 洪水ハザードマップで自宅を見つける…自宅の位置を確認し、洪水や崖崩れが
起こり得る区域を確認しましょう。
2 避難場所を確認する…夜間や悪天候などで避難場所へ行くことが難しい場合、
外よりも自宅の2階以上に移動するといった、より高い場所への避難（垂直避
難）も有効です。災害の影響がない区域の親類や友人の家など、より環境が整っ
た場所へ避難することも有効です。

☎53-6880

市政講座

令和２年度

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 。

なるほどなっとく市 政 講 座テ ーマ一 覧
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

第２次七尾市総合計画を説明します。

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

4

「まちづくり基本条例」
とは？

まちづくり基本条例に込められた思いや条例の内容を説明します。

地域づくり支援課

5

広げよう！
「市民のねがい」
は
みんなのねがい

「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。

地域づくり支援課

6

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

8

地域のさまざまな課題解決や地域コミュニティの活性化に向けて、地
域づくり協議会の役割を説明します。
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
世界農業遺産
「能登の里山里海」
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。

9

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）

10

私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

11

マイナンバーについて

マイナンバー制度や活用方法を説明します。

総務課

12

悪質商法にだまされない！
～かしこい消費生活～

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

13

市税について

市県民税・固定資産税を説明します。

税務課

地球温暖化防止のために、家庭で手軽にできる省エネ方法を紹介します。

環境課

7

新「地域づくり協議会」
って何？

地域づくり支援課
農林水産課
（産業調整室）

くらしと環境・安全
福祉と健康

14

新 私たちができる省エネライフとは

15

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

16

人と環境にやさしいまちを目指して！

市の環境基本計画の基本目標と進ちょく状況などを分かりやすく説明します。

環境課

17

ごみ固形燃料化施設の仕組みを学ぼう

18

空き家を活用しませんか？
～空き家バンク～

19

自然災害の対策について

地震などの自然災害に対する地域の防災対策を説明します。

総務課
（防災対策室）

20

わ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。
建物の維持管理やバリアフリー対策、省エネ対策工事など、快適な
住まいづくりをアドバイスします。

都市建築課

21

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

22

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

23

障害者支援のしくみ

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

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。

子育て支援課

守ろう命！守ろう未来！
24 「七尾っ子」

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。

ななかリサイクルセンター
商工観光課

七尾ごころ
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福祉と健康

25 みんなでつながる子育て支援

保育サービスや乳幼児の育ち、ふれあい遊び、育児相談などを紹介します。

子育て支援課

26 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給付・保険料などを説明します。

保険課

27 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

28 子どもの健康づくり

子どもの成長を支える食や生活リズムを説明します。

健康推進課

29 生活習慣による病気の予防

特定健診やがん検診の結果から生活習慣病予防
（食事・飲酒・たばこ・
歯など）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

32 認知症サポーター養成講座

認知症の症状や認知症の人との接し方の心構えなどを説明します。

高齢者支援課

33 まもりたい、ささえたい高齢者のくらし

高齢者福祉サービス全般を説明します。

高齢者支援課

いきいきと迎えよう
34 100歳体操体験会

無理なく行える筋力トレーニングを紹介します。

高齢者支援課

35 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

36 介護予防でいきいき生活

介護予防の取り組みを紹介します。

高齢者支援課

37 七尾市の農業振興

市の農業の現状と振興策などを説明します。

農林水産課

38 七尾市の漁業振興

市の漁業の現状と振興策などを説明します。

農林水産課

39 鳥獣被害の防止対策

イノシシによる農作物被害の防止対策を説明します。

農林水産課（鳥獣被害対策室）

40 交流人口拡大に向けて

観光の現状とスポーツ合宿などの取り組みを説明します。

商工観光課

41 れきしタイムトラベル

勾玉作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

42 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。

のと里山里海ミュージアム

43 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

44 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

45 美術館を楽しもう！

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

一人一人の健康づくりの実践
「こころの健康」
地域福祉って何？地域包括ケア
31
システムって何？

30

産業と観光
教育・文化・スポーツ

注

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催は6月以降を予定していますが、状況によって開催

意

開催日時

できない場合があります。

いつでも（土・日、祝日含む）午後９時まで
対

所要時間 １時間～１時間30分程度

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。
費

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 令和2年5月1日から令和3年2月28日まで

広報広聴課 ☎53-1130

5

七尾ごころ 2020.5

FAX 52-0374

申

込

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

保育士・保育教諭を
目指す皆さんを応援します！
七尾市保育士等修学資金貸付制度
保育士資格の新規取得を応援するため、修学に必要な費用を支援する制度です。
卒業後、市内の私立保育園・私立認定こども園で、5年間勤務すると返還が免
除されます（最低就労時間などの条件あり）。

貸付内容

●貸付金額 月額 5万円以内

2年以内

6月1日㈪まで
問

●貸付期間

申込期限

子育て支援課 ☎53-8419

無利子で貸し付けます

対象者

募集人数

申請日時点で保育士養成施設などに在学し、
次の条件を満たす人
①保育士養成施設などを卒業後、市内の私立保育園
や私立認定こども園で保育士・保育教諭として働
く意思がある。
②市内に住所がある、
または以前にあったことがある。

制度を活用した先輩保育士さんの声

●令和3年3月卒業見込みの人 14人

（現在、短期大学または専門学校2年生、
大学4年生）

●令和4年3月卒業見込みの人 15人
（現在、短期大学または
専門学校1年生、大学3年生）

幼保連携型認定こども園ひまわり

川﨑 ひとみさん

地元が大好きなので、絶対に七尾の保育園で働きたいと思っていました。高校生の頃
に父が病気だったことや、専門学校では実習などがあってアルバイトができなかった
こともあり、金銭面でこの制度にとても助けられました。5年以上勤務したら返還が
免除されるところは特にうれしい部分でした。おかげで負担なく保育士を目指すこと
ができました。七尾で保育士を目指している人におすすめの制度だと思います。

申込 方 法
郵送先
必要
書類

必要書類を子育て支援課へ持参または郵送してください。

※審査の結果、貸し付けできない場合があります。

〒926-0811

御祓町1番地

パトリア3階

申請

書

●申請書（市ホームページからダウンロードするか
子育て支援課の窓口で受け取れます。）
●在学する保育士養成施設などの推薦書
●申請の理由や動機（400字程度の作文）
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新型コロナウイルス感染症

緊急事態宣言発令中！
全国に「緊急事態宣言」が発令され、さらに石川県は「特定警戒都道府県」に指定されました。改めて不要不

急の外出自粛を徹底するようお願いします。今後も新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、市民の皆さ

ま一人一人の、正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いします。

不要不急の外出を控え、外出する時は３つの密（密閉・密集・密接）を避けましょう。
※対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離で2メートル程度）が一定時間以上続き、多くの人との
間で交わされる環境は、感染のリスクが高くなります。

外出先からの帰宅時や食事の前など、こまめに手を洗いましょう。

※せっけんやハンドソープで10秒ずつ
洗った後、流水で15秒すすぐ。

くしゃみや咳が出るときは、次のような咳エチケットを心掛けましょう。
電車や職場、学校など人が集まるところでしましょう。

発熱などの風邪症状で不安があるときはまず、かかりつけ医に電話でご相談ください。

次の症状がある場合は帰国者・接触者相談センター☎ 53-2482（能登中部保健福祉センター）にご相談ください。

・風邪の症状や３７．
５度以上の発熱が４日以上続く場合
・強いだるさや息苦しさがある場合

※高齢の人、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある人や透析している人などは、
上の症状が 2 日以上続く場合「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

問 健康推進課

7

七尾ごころ 2020.5

☎ 53-3624

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

3月26日（木）大津町

3月10日（火）ローレルハイツ恵寿

～西村芳太郎さん～

大津町で生まれ、現在も自宅で生活する芳太郎さ
ん。週に数日は金沢市に住む長女夫婦が様子を見に
訪れるが、その日以外は1人で暮らす。若い頃は農業
を営み、98歳まで畑の草むしりをするなど、周囲の
人は「元気でよく働く人だった」と口をそろえる。
長寿の秘けつは家の周りの散歩で、好天の日は欠
かさず杖を片手に歩いている。
「歩ける間は続けたい」
と微笑む芳太郎さん。宮﨑高齢者支援課長から花か
ごを受け取り「長生きできるよう頑張ります」と力
を込めた。

～田倉ていさん～

埼玉県草加市で生まれ、当時ではめずらしい服飾
デザイナーとして、洋装店や服飾学校を経営してい
たていさん。85歳で長女が暮らす七尾市に移り住
み、99歳まで一人暮らしをしていた。
施設でのお祝いの会には、自分で作った服を着て
出席。ほかの入所者と一緒に東京音頭を歌い、思い
出を語った。ていさんは「よその土地でこんなに盛
大に祝ってもらえて、ありがたい」と涙ぐんだ。長
女の神野厚美さんは「好きなことを続けてきたこと
が長寿の秘けつでは」と話し、一緒に長寿を喜んだ。

高階分団新消防ポンプ自動車入魂式

令和2年度年度始め式

4月5日（日）藤原比古神社

4月1日（水）七尾市役所

～高階地区の安全安心を誓う～

七尾市第一消防団高階分団の消防ポンプ自動車が
22年ぶりに更新されたことに伴い入魂式が行われ、
関係者約30人が参加した。
4月1日に就任した高階分団分団長の池島昌治さ
んは「ポンプ自動車も体制も新しくなった。地域の
ために頑張っていきたい」と新分団のスタートに意
気込んだ。最後には新消防ポンプ自動車の放水が披
露され、参加者全員で高階地区の安全と安心を願う
とともに、地域を守る防災組織として精進すること
を誓った。

～緊張の中、新年度スタート～
年度始め式は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、規模を縮小して課長補佐以上の職員のみ
で行われた。
不嶋市長は「世界中で新型コロナウイルスが猛威
を振るい、厳しい状況。市民の安全安心を最優先に、
感染予防に取り組んでほしい」と厳しい表情を浮か
べ、
「第2次総合計画の施策をしっかりと実行し、市
民が安心して活躍できるまちづくりに力を注いでい
かなければならない」と訓示。職員は緊張した面持
ちで不嶋市長の言葉に耳を傾け、気を引き締めた。

七尾ごころ
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七尾警察署
七尾鹿島防犯協会
☎53-0110

七尾鹿島地域安全ニュース

被害に遭ってからでは遅いです！

玄関や窓、車、自転車など
には必ず鍵を掛けましょう
令和元年中の七尾署管内での刑法犯認知件数（被害届が出された数）は

窃盗犯手口別認知件数
年
手口

H30

R1

住宅対象侵入盗

９

２５

その他の侵入盗

１６

１８

乗り物盗

３２

２８

５

１１

車上ねらい

224件で、前年より15件減少しました。そのうち164件（73%）が窃盗犯で

万引き

２５

３９

す。手口別に見た場合、住宅対象侵入盗の89％、車上ねらいの61％、自転

置引き

１６

１４

車盗の86％が鍵を掛けていなかったため被害に遭っています。

その他の非侵入盗

６３

２９

無施錠は、皆さんが思っている以上に被害に遭いやすい状態なので、必

合

ず鍵を掛けましょう。

計

１６６ １６4

５月は「消費者月間」です
人の弱みを付け狙う悪質商法やヤミ金融の被害が後を絶ちません。不審な広告や勧
誘には気を付けましょう。家族だけでなく近所や職場にも注意喚起をしてください。
「おかしいな、不安だな」と思ったら、すぐに七尾警察署または警察安全相談ダイヤ
ル「♯9110」へご相談ください。

七尾鹿島消防本部
☎53-0119

消防だより

寝室

台所

寝室

寝室と、寝室がある階の階段には設置が義務付けられており、これらの
場所には煙感知式の住宅用火災警報器を設置しましょう。任意で台所な
どに住宅用火災警報器を設置する場合は、熱感知式が良いでしょう。

居間

階段

住宅用火災警報器って
どこに取り付ければいいの？
なぜ寝室や階段への設置が必要？

住宅火災では「逃げ遅れ」が原因で死亡するケースが非常に多く、中でも寝
ているときに犠牲となる危険性が高くなっています。深夜の時間帯の火災発生
件 数は日中の約3分の1ですが、死者 数を見ると日中の約2倍です。そのため、
寝ているときでも火災に気付けるよう寝室への設置が有効です。
煙は階段を通じて上階へ広がります。階段に設置すれば、上階の部屋に煙が
充満する前に警報が鳴り、早めの避難を促すことができます。

10年を目安に交換をおすすめします
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなく
なることがあるため、10年を目安に本体の交換をおすすめします。設置時期は、住宅用
火災警報器本体に記入されている設置年月または製造年を確認してください。
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令和 2 年度七尾市高齢者
いきいき入浴補助券の配布

入浴施設を利用して、健康づく
りや交流をしませんか。対象の人
に、市内の入浴施設で利用できる
入浴補助券を郵送します。
※今年度分の発送は、 9 月下旬頃
を予定しています。
■対象者
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
者などは除きます。
■補助券
1 枚200円12枚つづり
※対象者本人のみ使用できま
す。他の人に譲渡はしないで
ください。
■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、弘法湯、
弁天湯、ことぶき湯
■使用期限 令和 3 年 3 月31日㈬

高齢者支援課

☎53-8463

新型コロナウイルスの感染症拡
大防止のため、イベントや説明
会などが中止・変更となる場合
があります。開催の有無など、
詳細は各問い合わせ先へご確認
ください。

令和 2 年度七尾市職員
採用試験(大卒程度)

■採用予定人数
令和 3 年 4 月 1 日採用職員を募
集します。
職 種
行政(上級)
土木
管理栄養士

採用予定人数
3 人程度
2 人程度
1 人程度

■申込期間
5 月20日㈬～ 6 月10日㈬
■ 1 次試験(学科試験)
・日時 6 月28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型 2 号
の封筒を同封して郵便で請求
※申し込み方法など、詳細は市
ホームページをご覧ください。
秘書人事課 ☎53-8465
〒926-8611 袖ケ江町イ部25番地

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
令和 2 年 3 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,007世帯 （△58)
人 口 51,632人
（△327）
男
24,519人
（△153）
女
27,113人
（△174）
年齢別人口
0 ～ 20歳
7,842人
21 ～ 64歳 24,406人
65歳～
19,384人
転入 202人 転出
468人
出生
17人 死亡
78人
婚姻
13件

納税のお知らせ
軽自動車税(種別割)(全期)
納期限： 6 月 1 日㈪

愛の献血
今月の献血はありません。
※変更の場合があります。
献血の詳しい情報は
石川県赤十字血液センター

資格取得講習会( 七尾会場) 案内！
※新型コロナ感染状況により一部延期する場合があります。

◆フォークリフト運転技能講習 5/21～

◆ガス溶接技能講習

5/25・5/26

◆小型移動式クレーン運転技能講習 5/27・5/28・5/31

◆アーク溶接特別教育

6/15・6/16

◆玉掛け技能講習

6/17・6/18・6/21

検索

市のシンボル
赤字を黒字にして、追加
菜の花
してください。

カモメ

松
ハチメ

◆車両系建設機械運転技能講習 6/22～

◆高所作業車運転技能講習

6/24・6/28

★ 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！

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。

令和 2 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
(変更になる場合があります)
※工事予定区域を表示した図面は
市ホームページに掲載していま
すので、ご覧ください。
上下水道課 ☎53-8430

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、
さまざまな手段で市民の皆さんへ
お伝えするための情報伝達訓練を
実施します。
■日時 5 月20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
「これはJアラートのテストで
す」× 3 回
総務課防災対策室 ☎53-6880

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 5 月28日㈭、 6 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。
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
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各種健診事業は
7 月から実施(予定)

例年 5 月中旬から実施している
各種健診事業は、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を受け、安全確
保のため 7 月から実施予定です。
健診の案内は、 6 月中旬に発送を
予定しています。ご理解のほど、
よろしくお願いします。
感染状況によっては、予定が変
更になる場合があります。その際
は、市ホームページなどでご確認
いただくかお問い合わせくださ
い。
■ 7 月に実施予定の健診など
①集団健診
(特定健診・長寿健診など、各
種がん検診)
②医療機関健診
(特定健診・長寿健診、子宮頸
がん検診）
③歯科健診
(40、50、60、70、76歳対象)

健康推進課

☎53-3623

製造事業所の皆さまへ
工業統計調査にご協力を！

製造業の実態を明らかにするこ
とを目的として、製造業を営む事
業所を対象に、統計調査を実施し
ます。 5 月から 6 月にかけて調査
員が訪問するか、国から直接調査
票が郵送されますので、調査票の
回答をお願いします。
■調査の基準日 6 月 1 日㈪
■回答方法
郵送またはインターネット回答
※調査員による回収は行いませ
ん。
■回答期限 6 月30日㈫
総務課国勢調査推進室
☎58-3145

令和 2 年度自動車税(種別割)
納期限は 6 月 1 日㈪です

最寄りの金融機関やコンビニエ
ンスストア、県総合(県税)事務所
で納期限までに納めましょう。
■トラブル防止のために
・自動車を手放したときは、名
義変更されているか確認しま
しょう。
・自動車を廃車したときは、抹
消登録されているか確認しま
しょう。
・住所を変更したときは、石川
県税務課または最寄りの県総
合(県 税)事 務 所 へ 届 け 出 ま
しょう。
・納税証明書は車検を受ける際
に必要です。車検証と一緒に
大切に保管しましょう。
石川県税務課

☎076-225-1273

風しん抗体検査・予防接種

近年、全国で風しんの患者数が
増加しています。これまで風しん
の予防接種を受ける機会が一度も
なかった男性に対し、令和元年度
から風しんの抗体検査と定期予防
接種を行っています。対象の人に
は、 4 月末にクーポン券を送付し
ています。
■対象者
昭和37年 4 月 2 日から昭和47年
4 月 1 日生まれの男性
※昭和47年 4 月 2 日から昭和54年
4 月 1 日生まれの男性で、令和
元年度に抗体検査を受けていな
い人にもクーポン券を改めて送
付しています。
■内容
①風しん抗体検査
②抗体検査の結果、十分な風し
ん抗体価がない場合、麻しん
風しん混合(MR)ワクチンの
接種
■費用 無料
健康推進課

☎53-3624

世界農業遺産「能登の里山里海」
をロゴマークでPR活用しませんか

皆さんに世界農業遺産「能登の
里山里海」の浸透を図り、元気な
里山里海づくりを推進するための
ロゴマークです。使用するには申
請が必要です。

手話奉仕員養成講座(入門編)
受講者募集

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。
■日時 6 月19日㈮～12月11日㈮
14：00～16：00
(毎週金曜日、全23回)
■場所 パトリア 3 階会議室 4
■定員 20人
■費用 5,300円
(テキスト・資料代)
■申込期限 6 月12日㈮

農林水産課 ☎53-5010

こころの健康相談

心の健康や病気、引きこもり、
うつ病、アルコール使用障害、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

場

所

毎月第 1 ～ 4 木曜日
13：30～15：00

能登中部
保健福祉
センター

毎月第 1 金曜日
13：30～15：00

羽咋地域
センター

毎月第 3 金曜日
13：30～15：00

志賀町保
健福祉セ
ンター

能登中部保健福祉センター
☎53-2482

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団体のご芳名
(敬称略)
【令和元年台風第19号災害義援金】
・北陸発電工事労働組合七尾分会
福祉課 ☎53-3625

福祉課

☎53-8464

桜の苗木無料配布

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。
■苗木の大きさ
高さ約1.5m、太さ約 １ cm
■申込方法
申込書を持参または郵送、メー
ル、ファクスで提出
■申込書の配置場所
都市建築課(市役所本庁 2 階)、
税務課横(ミナ.クル 2 階)、パト
リア 3 階市民ロビー、各地区コ
ミュニティセンター、市立図書
館など
※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19日㈮
■配布時期 11月下旬

青柏祭の曳山行事
中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大
の影響による現在の社会的状況を
踏まえ、令和2 年の「青柏祭の曳
山行事」は中止となりました。
これに伴い、例年市街地周辺で
実施している交通規制や御祓川大
通り沿いでの露店の出店はありま
せん。
商工観光課 ☎53-8424

和倉温泉能登よさこい祭り
中止のお知らせ

6 月12日 ㈮ ～ 14日 ㈰ に 開 催 を
予定していた「和倉温泉能登よさ
こい祭り」は、新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響により中止と
なりました。
祭りの國能登の賑い実行委員会
☎62-1555

都市建築課
☎53-8469 FAX52-9288
〒926-8611 袖ケ江町イ部25番地

公立能登総合病院職員募集

令和 3 年 4 月に採用する職員を
募集します。
■募集職種および採用予定人数
職 種
採用予定人数
助産師
2 人程度
看護師
20人程度
調理師
4 人程度
■申込期間
5 月 7 日㈭～ 29日㈮
■試験日 6 月 6 日㈯
※申し込み方法など、詳細は公立
能登総合病院ホームページをご
覧ください。
公立能登総合病院総務課
☎52-8749

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。

七尾市有害鳥獣捕獲檻
購入事業補助金(新規事業)

有害鳥獣による農作物被害防止
を図るため、新規で有害鳥獣捕獲
檻を購入する町会や生産組合に対
し、有害鳥獣捕獲檻の購入費用を
予算の範囲内で補助します。
※ 5 万円以上(税別)のものを購入
した場合に限ります。
■対象者
地元の有害捕獲隊員と連携およ
び協力できる町会、生産組合
■補助金額 1 基当たり 2 万円
農林水産課 ☎53-8422

七尾市有害鳥獣捕獲奨励金

有害鳥獣による農産物被害防止
を図るため、有害鳥獣を捕獲した
人を対象に有害鳥獣捕獲奨励金を
交付します。
■対象者
市内に住所があり、有害鳥獣駆
除のため鳥獣捕獲許可証の交付
を受けた人(鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適正化に関する
法律に基づく有害鳥獣の捕獲）
■奨励金額
成獣1 万円、幼獣3,000円

令和 2 年度
石川県警察官採用募集

■試験区分
警察官A・女性警察官A・警察
官A(武道指導)
■受験資格
昭和62年 4 月 2 日から平成12年
4 月 1 日生まれで、大学卒業ま
たは卒業見込みの人
■申込期間
5 月27日㈬～ 6 月19日㈮
■第 1 次試験
筆記試験 7 月12日㈰
体力試験 7 月18日㈯
■第 2 次試験 8 月下旬

PCB使用照明器具などは
期限内に処理をお願いします

事業者(廃業者含む)の皆さんの
工場やオフィス、店舗に古い照明
器具(蛍光灯・水銀灯など)や大型
の 変 圧 器(ト ラ ン ス)・ コ ン デ ン
サーはありませんか。
これらには有害な化学物質であ
るPCBが含まれ、健康被害が生じ
る恐れがあります。期限内に処分
しないと罰則が科せられますので、
早めの適正処分をお願いします。
■PCB含有の可能性があるもの
①昭和52年 3 月末までに建築・
改修された建物の照明器具
②製造年が平成 2 年以前のコン
デンサー
③製造年が平成 5 年以前の変圧
器(トランス)
■PCB廃棄物などの処分期限
① 高 濃 度PCB廃 棄 物 で あ る 大
型変圧器・コンデンサー
令和 4 年 3 月31日
②PCB含 有 照 明 器 具・ 高 濃 度
PCB汚染物
令和 5 年 3 月31日
③低濃度PCB廃棄物
令和 9 年 3 月31日
※使用中のものも、処分期限ま
でに処分する必要があります。
石川県

PCB

石川県資源循環推進課
☎076-225-1474
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検索

農林水産課

☎53-8422

七尾市有害鳥獣埋設事業補助金

やむを得ず、捕獲した有害鳥獣
を埋設処分した場合に、市捕獲隊
員に協力した地元町会や生産組合
などを対象に補助します。
■補助金額
埋設1 回当たり6,000円
農林水産課 ☎53-8422

七尾市狩猟免許取得支援補助

新規で狩猟免許を取得した人を
対象に、予算の範囲内で補助しま
す。
■対象者
市内に住所があり、(一社)石川
県猟友会七尾鹿島支部に加入
し、有害捕獲隊員として業務を
行う人、または行う意思のある
人
■補助金額
狩猟免許 1 万円
第 1 種銃猟免許 3 万円
農林水産課 ☎53-8422

七尾警察署警務課

不用品活用銀行

☎53-0110

■ゆずります
学習机、小学生女児用学習デス
ク(椅子付き)、スイングラック、
ドレッサー (椅子付き)、ダイニ
ングテーブル4 人用(椅子3 人
分)
■ゆずってください
小学生男子制服上下(140cm)、
七 尾 中 学 校 女 子 制 服 ( 155c m 、
160c m ) 、 七 尾 高 校 女 子 制 服
(162cm)、大人用自転車
※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

富山県氷見市交流情報
ノルディック・ウオーキング教室

雄大な景色を眺めながら、楽し
く歩きましょう。次の日程の他に
も教室を開催しますので、詳細は
お問い合わせください。
■日時
6 月14日㈰ 9 ：30～
※受け付けは開始30分前から。
■場所
漁業文化交流センター～
阿尾城址方面
※荒天の場合は中止か屋内での
エクササイズに変更します。
■講師
全日本ノルディック・ウオーク
公認指導員、氷見市スポーツ推
進委員
■持ち物
ノルディック・ウオーキング用
ポール、タオルなど
※ポールがない人は貸し出し可
(先着40人)
■申込方法
申込用紙に記入し窓口に持参ま
たはファクスで提出(電話申し
込みも可)
※申込用紙は氷見市スポーツ振
興課またはふれあいスポーツ
センターにあります。
■参加費
500円(保険料、飲み物代込み)

氷見市スポーツ推進委員協議会
事務局(氷見市スポーツ振興課内)
☎0766-74-8446
FAX0766-74-5520

5 月は「赤十字運動月間」

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
置付けています。
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。
福祉課(七尾市赤十字奉仕団事
務局) ☎53-3625

七尾市赤十字奉仕団団員募集中

あなたの力を奉仕団活動に生か
してみませんか。七尾市赤十字奉
仕団は、災害時に備えて炊き出し
訓練やバザー、募金活動など、さ
まざまな奉仕活動を行っていま
す。
少しでも興味がある人は、お気
軽にご連絡ください。

法律相談開催

■開催日
5 月14日㈭、21日㈭、28日㈭
6 月 4 日㈭
■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 5,500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

北陸新幹線 5 周年・
和倉温泉わくたまくん
限定コラボポロシャツ

JR西日本商品化許諾済商品です。
みんなでポロシャツを着て、新幹
線 5 周年を祝い、和倉温泉を応援
しましょう。
■価格 2,800円(税込み)
■サイズ XS ～ 5 L
( 3 L ～ 5 Lは500円追加)
■色 黒のみ
(イラストはフルカラー )
■申込期限 5 月31日㈰
■入荷予定 6 月下旬
■申込方法 ファクス、メール
※メールの場合は、件名にポロ
シャツと表記してください。

日赤公式マスコットキャラクター
福祉課(日本赤十字社石川県支
部七尾市地区事務局)
☎53-3625

和倉温泉観光協会
☎62-1555 FAX62-2611
ﾒｰﾙ：info@wakura.jp
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。

ちぎり絵教室

羽咋市 お土産に最適

まいもん一家シリーズ
道の駅のと千里浜で
は、 お 土 産 品 と し て
人気の「紅はるか(サ
ツ マ イ モ)チ ッ プ ス 」
を、 サ イ ズ を 変 え て
リニューアルしました。紅はるかと紫芋の 2
色チップスも好評です。今後、ジャガイモや
レンコンなどのチップスに加工できる根菜類
を「能登まいもん一家」としてブランド化を
推し進め、自然栽培米や「のとしし」に続く
目玉商品となるよう目指していきます。
道の駅のと千里浜 ☎0767-22-3891

志賀町

志賀ふるさとの味

かきもち、あられ

素朴な自然の味をぜ
ひ ご 賞 味 く だ さ い。
一 年 を 通 し て、 志 賀
町の道の駅などで購
入できます。
ころ柿の里しか ☎0767-32-4831
とぎ海街道 ☎0767-42-0975
白山邦夫さん ☎0767-36-1003

中能登町 第7回 中能登

トレジャートレイルランエントリー募集

毎年全国から多くのラ
ンナーが集まり、自然
豊かな里山を駆け抜け
る中能登トレジャート
レイルランの開催日が
決定。今回もイベント盛りだくさんで、初心
者から本格派の人まで楽しめる大会です。
［開催日］11月 1 日㈰
［エントリー期間］ 7 月31日㈮まで
※詳細は大会公式ホームページをご覧くださ
い。
中能登トレラン

企画課(鳥屋庁舎)

検索

☎0767-74-2806

宝達志水町

宝浪漫マラソン2020参加者募集

［開催日］
9 月27日㈰
［コース］
30㎞、10㎞ほか
[締切日]
7 月31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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初心者でも簡単ですてきに仕上
がるちぎり絵をやってみませんか。
■日時 6 月 9 日㈫
9 ：30～14：00
■場所
ふれあいセンター山びこ荘
■定員 20人
■参加費 2,000円
ふれあいセンター山びこ荘
☎57-0022

5 月12日は「看護の日」
5 月10日～16日は「看護週間」

～看護の心をみんなの心に～
近代看護を築いたフローレン
ス・ナイチンゲールの誕生日にち
なみ、看護の心や助け合いの心を
育むきっかけとなるよう、 5 月12
日は「看護の日」と定められてい
ます。
新たな感染症とその世界規模の
流行下で、皆さまとともに知恵を
働かせながら健やかに暮らしてい
けるよう、私たち看護職も、医療
現場の最前線や地域の看護提供の
各所で頑張っていきます。
看護の心は助け合いの心です。
お互いが深く思いをはせ合えば、
その気持ちは優しく静かに伝わ
り、癒しや勇気につながります。
一緒に歩みましょう。
(公社)石川県看護協会
☎076-232-3573

のと里山空港助成金制度
4 月から名称が変わりました

①のと里山空港首都圏研修等助成金
→のと里山空港グループ旅行助
成金
(会員 5 人以上で利用)
②ハッピーバースデー能登羽田便
利用助成金
→のと里山空港ハッピーバース
デイ旅行助成金
(会員が誕生月に往復利用)
③ファミリー能登羽田便利用旅行
助成金
→のと里山空港ファミリー旅行
助成金
(同一世帯 2 人以上で往復利
用。会員期間中 4 回まで申請
可能)
※①～③は併用不可。ただし、市
の助成とは併用可。
■その他
ウイング・ネットワークの会員
証の会員期間の表示を「入会日」
から「有効期限日」に表示変更
します。会員期間はこれまで通
り入会日から 1 年間です。
※年会費1,000円(保護者が会員
の場合、中学生以下は無料)

のと里山空港利用促進同盟会
☎0768-26-2366

シルバー会員が多分野で
活躍しています。
60歳以上のみなさん
シルバー人材センターで

お仕事してみませんか★

就業体験もできます
入会お待ちしています。
毎週水曜日相談員います(9:00～12:00)
(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
高齢者活躍人材確保育成事業 ☎076-222-4680

今月の市民相談
※祝日は除きます。事情により中止する場合があります。

相談の種類

主な内容

消費生活相談（予約制）

場

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り
入れ・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
（予約制・先着４人）
登記相談
務・土地の境界
相談担当者：司法書士、土地家屋調査士
※法律相談、クレ・サラ相談、登記相談は1人30分以内

行政困りごと相談

国・県・市などの行政機関に対
する意見や要望など
日常生活の困り事（民生児童委員）
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 人権相談
（人権擁護委員）
相談担当者：行政相談委員

行政・市民くらしの相談

行政相談、日常生活の困り事、人
権相談

女性なんでも相談

女性の悩み・ＤＶなど
☎52-7830）

相談担当者：行政相談委員、人権擁護委員

（電話相談あり
相談担当者：専門相談員
※以上4つの相談受付は終了の20分前まで

総務課人権・男女共同参画室

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：七尾市認定結婚相談員（縁結びist）

こころの健康相談
相談担当者：保健師

健康推進課

5月 8日（金）
13:00 ～ 15:30
5月15日（金）
5月11日（月）
13:30 ～ 16:00
5月25日（月）

本庁
市民相談室

5月15日（金） 13:00 ～ 15:00
5月18日（月）
13:00 ～ 15:00
6月 1日（月）
毎月第１・３水曜日
13:00 ～ 15:00
毎月第２・４水曜日
能登島地区コミュニティセンター
5月20日（水） 10:00 ～ 12:00
田鶴浜地区コミュニティセンター
5月20日（水） 13:00 ～ 15:00
中島地区コミュニティセンター
パトリア５階
毎月第１～
13:00 ～ 17:00
フォーラム七尾
第４火曜日
本庁
市民相談室

パトリア3階
相談室ほか
パトリア５階
フォーラム七尾

☎５３－８４４５

親と子のなんでも電話
相談室（オアシスライン）

8:30 ～ 17:15

☎５３－１１１２

児童・ひとり親・女性相談
相談担当者：担当職員

時 間

毎週月～金曜日

法律相談（予約制・先着５人）
相談担当者：弁護士

スポーツ・文化課

相談日

悪質商法などの消費者トラブル

相談担当者：担当職員

子育て支援課

所

毎週月～金曜日
毎月第１～
第４火曜日

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）

8:30 ～ 17:15
17:30 ～ 19:30

毎週月～金曜日 13:00 ～ 16:00

☎５３－３６６１

パトリア3階
相談室ほか

心の健康に関する相談

☎５３－３６２３

ふれあい市

中止 いたします
※

特別開館しています
旧御祓中体育館

旧御祓中体育館
(リサイクル家具･小物など)

(祝日除く)

空き家の管理します

詳しくはHPより

(機械刈･
手刈)
(公社)

つつじ
刈込

不用品
処分

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

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。

有料広告欄

お詫び

草刈

8:30 ～ 17:15

経営者、社長、役員の方へ

5月10日(日)

松の芽
つみ

毎週月～金曜日

㈱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】

にしけんブログ
♥39回目♥

★

成功は責任の大きさに比例します
背負う責任が重いほど得る成果も大きい
どんな人でもチャンスは転がっている
リスクの先には大きな成長が待っている
逆境になった時こそ成長できるチャンス
人は背負う責任の重さに比例して成長する

㈱西川総合建築／西川測量登記
代表取締役 西川剛志

七尾ごころ
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今月の休日医療
休日歯科当番医

休日当番薬局

9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00( 開局時間）

5月 3日
（日・祝）

みやした歯科医院
☎62-1719
石崎町

瀬川薬局
FAX53-3557
鍛冶町

5月 4日
（月・祝）

しみず歯科医院
☎52-7655
古府町

あおぞら薬局石崎店
FAX62-3912
石崎町

5月 5日
（火・祝）

杉原歯科医院
☎54-0020
藤橋町

5月 6日
（水・振休）

小児休日当番医

休日在宅当番医
9：00 ～ 12：00

9：00 ～ 12：00

診療科目

（七尾市・中能登町・羽咋郡市）

内科

志賀クリニック
☎0767-32-5307
志賀町高浜町

円山病院

☎52-3400

府中町

村田医院

☎66-0017

中島町上町

田中内科クリニック

☎57-5660

藤橋町

内科

内科・眼科

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

森クリニック

☎54-8688

国分町

胃腸外科・
肛門外科・内科

中島薬局
FAX72-3370
中能登町能登部下

山田産婦人科医院

☎52-3035

御祓町

産婦人科

浜岡整形外科クリニック ☎62-8050

石崎町

整形外科

マツモト歯科医院
☎53-4180
御祓町

なかのとまち薬局
FAX76-2729
中能登町二宮

北村病院

☎52-1173

御祓町

内科

桑原母と子クリニック ☎52-4103

国分町

産婦人科

5月10日
（日）

室木歯科口腔外科医院
☎66-0489
中島町浜田

コトブキ薬局
FAX52-8114
桜町

山﨑耳鼻咽喉科クリニック ☎54-8833

古府町

耳鼻咽喉科

浜野西クリニック

☎52-3262

津向町

内科

5月17日
（日）

三井歯科クリニック
☎68-6877
田鶴浜町

はせがわ薬局
FAX76-2160
中能登町井田

中村ペインクリニック ☎53-8688

神明町

ペインクリニック 国立病院機構七尾病院

おくむら内科胃腸科医院 ☎57-0753

下町

内科・胃腸内科

5月24日
（日）

さき川歯科医院
☎68-3838
田鶴浜町

七尾らいふ薬局
FAX52-3507
藤橋町

みばやし眼科

☎54-0384

国分町

辻口医院

☎66-0118

中島町浜田

5月31日
（日）

田鶴浜歯科医院
☎68-6101
田鶴浜町

徳田あおぞら薬局
FAX57-0892
下町

浜野クリニック

☎52-3261

小島町

なかお内科医院

☎74-2132

中能登町良川

6月 7日
（日）

木山歯科医院
☎66-1878
中島町浜田

あおぞら薬局万行店
FAX52-8932
万行町

岡田胃腸科外科クリニック

☎53-7211

万行町

浜岡整形外科クリニック ☎62-8050

石崎町

眼科
外科・
循環器科
内科・外科
内科

公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町
さはらファミリークリニック
☎62-3765
石崎町
公立羽咋病院
☎0767-22-1220
羽咋市的場町
☎53-1890
松百町

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町
とどろき医院
☎0767-22-7855
羽咋市鶴多町

内科・外科・
公立能登総合病院
胃腸科
整形外科

☎52-6611
藤橋町

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

健康推進課

☎５３- ３６２３

スポーツギャザー770の
ジュニアスポーツ教室

さあ春だ！
はじめよう!

体験
無料

無料体験のお申し込みは☎５２−２９７０

スポーツギャザー７７０

検索

ベンリー七尾店
暮らしを、便利に!!
明日を、元気に!!

スイミング テニス サッカー
テキストを入力してください

七尾市休日当番医

検索⏎

◆病院や施設から自宅に帰るので、家を片付
けたいが家具が大きい・重いので動かせない。
◆これまで出来ていたキッチンやお風呂掃除、
庭の草むしり、お部屋掃除ができなくなった。
その他生活上のお困りごとなど
見積もりは無料!! 気軽に相談願います

石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集
■発行部数

毎月22,100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
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☎53-1130

七尾・鍛冶町

ゾーンマガジン

スタッフ募集中!!
石川県七尾市桜町10 営業月曜日～土曜日9時～17時

お問い合わせは 0120-043-770
メール：nanao@benry.com
http://nanao.benry.com/
ベンリー七尾店は恵寿総合病院の直営店です

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
第一印刷株式会社 七尾市古府町へ部34-1
Tel. 0767-53-3800

特集 最旬の春牡蠣料理

熟成された濃縮の旨味！

魅力
見る

企画・
製本と
広報誌
を取り

Dp
Dp

daiichipri

84-1175
Information

イベ ン ト 情 報
84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175
8/30
まで

コレクション展 「色とりどりの」
84-1271

当館の収蔵作品から、宝石
ような輝きやポップな色彩
で私たちの目を楽しませて
くれる色ガラスを紹介しま
す。彩りにおいても、表現
においても、まさに「色と
りどりの」 世界をご覧くだ
さい。
■会
期
■開館時間

53-1500

66-2323
時の船／パヴェル・フラヴァ／ 1998年

8月30日(日)まで
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
※国民の祝日は70歳以上700円
■休 館 日 毎月第3火曜日、5月11日(月) ～ 15日(金)

※コレクション展「色とりどりの」は、会期を延長して開催してい
ます。
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、５月６日(水・祝)まで
臨時休館となります。今後も状況により予定を変更する場合が
ありますので、最新情報はホームページでご確認ください。
※５月4日(月・祝)に開催を予定していた「モザイクガラスで作ろ
う!色とりどりのオリジナルグッズ」は中止します。

5/7
5/24

長谷川等伯展
～収蔵品にみる等伯と長谷川派～
66-2323

本年で開館25周年を迎えた当館には、
現在約40点の長谷川等伯や「長谷川
派」絵師の作品が収蔵されています。
本展ではそれら所蔵品・寄託品より、
名品27点を紹介する予定です。
■会
期
5月7日(木) ～ 24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500円、大高生350円、
中学生以下無料
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、
展覧会の内容を変更しました。(5月6日
(水・祝)まで臨時休館)今後も状況により
予定を変更する場合がありますので、最
新情報はホームページなどでご確認くだ
さい。

☎57-5100
5/7
5/25

企画展 「探検！七尾の古墳」 後期展示

市内にある古墳の見どころを紹介。国分尼塚古墳群の銅鏡や
山岸ハリ塚古墳のガラス勾玉などを展
示する予定です。
■会
期
■開館時間
■入 館 料
■休 館 日

5月7日(木) 〜 25日(月)まで
9：00～17：00
無料
毎週火曜日
※5月6日(水・祝)まで臨時休館

84-1271

84-1175

84-1271

かいどう

すずめず

「海棠に雀図」

長谷川信春（等伯）筆
個人蔵

53-1500

☎66-2323
66-2323
6/6
・
6/7

加藤健一事務所

サンシャイン・ボーイズ

最高に笑えて心温まるウェルメイド・コメディ！米国を代表
する劇作家の一人で、平成30年に逝去したニール・サイモ
ンの傑作。ヴォードヴィルの大スターコンビを、役者人生
50年を迎える加藤健一が佐藤B作を相方に迎えW主演でお
送りします。
■日時

国分尼塚1号墳(4世紀後半)
出土 八鳳鏡

●第2回Sato歩き講座「七尾の古墳めぐり」
矢田古墳群の周辺を歩きます。集合場所は矢田町ふれあいセンター。
日時： 5月9日(土)13：30～15：30
参加無料、要申し込み(5月2日まで)

6月6日(土)14：00開演
6月7日(日)14：00開演
■出演 加藤健一、佐藤B作 ほか
■料金(税込み) 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
※事情により中止・延期する場合があります。

●地域学講座「歴史を学ぶ② 史料を読む」
古文書を通じて地域の歴史を学びましょう！ 2回目は判読法を紹介します。
日時： 5月16日(土)13：30～15：00
参加無料、申し込み不要、筆記用具(鉛筆)とくずし字辞典を持参

※4月27日(月)から5月11日(月)に開催を予定していた、里山里海
ギャラリー「七尾の祭り 写真展」は延期します。5月24日(日)に
開催を予定していた、「むかし遊び教室」は中止します。
※その他のイベントも事情により中止・延期する場合があります
ので、最新情報は電話などでお問い合わせください。

佐藤Ｂ作(左)、加藤健一(右)

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

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。蔵書検索や
図書の予約(事前に登録が必要)もできます。ぜひご利用ください。

ニコニコちゃんねるって？

ニコニコちゃんねるでは、市からのお知らせや地域の出

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

来事、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？

6時、8時、11時、18時、21時の1日5回、2時間枠で
放送しています。

・3分程度のニュースを数本

・30～60分程度の番組を1本(下記に今月の内容をお知
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！
見逃してしまった、またはもう一度見たい番組をリ
クエストすることで、過去の番組を視聴できます。
毎日15時からリクエスト番組を放送しています。
番組リクエストは

☎53-1130(平日9：00～14：00)

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報
うちの父が運転をやめません
垣谷

放送内容は？

検索

七尾市立図書館

美雨

著《KADOKAWA》

高齢者ドライバーの事故を伝えるテレビ
ニュースを見た雅志は、父親に運転をやめ
るよう説得を試みるが…。「わしは死ぬま
で運転する！」という父と家族が新たな一
歩を踏み出す感動長編小説です。

全国天皇家ゆかりの神社・お寺めぐり
渋谷

申博

著《G.B.》

天皇と神道・仏教の関わりとは？伊勢神宮
と天皇との関係とは？天皇家と社寺の歴史
のあらましが全体的に分かるように、各時
代の代表的な社寺115カ所を紹介。歴代天
皇の一覧紹介と系譜も掲載します。

【今月のニコニコちゃんねる】
5月4日(月・祝) ～ 10日(日)
ゴールデンウイーク特別番組

臨時休館のお知らせ

11日(月) ～ 17日(日)
令和元年度七尾市女性のつどい

18日(月) ～ 24日(日)
令和元年度里山里海グローバルチャンネル
※都合により変更になる場合があります。
加入の申し込みは

☎53-8699(平日8：30 ～ 17：00)

無 料 法 律 相 談 会
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:5月16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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新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、市立図書
館、矢田郷・田鶴浜・中島地区コミュニティセン
ター図書室は、5月6日(水・振休)まで臨時休館
します。
今後も状況により予定を変更する場合があります
ので、最新情報は市立図書館ホームページなどで
ご確認ください。

こんにちわ！ミヤシヤです！

空き家・納 屋の解 体 、駐 車 場 、
カーポート、フェンス、上下水 道、
設 備 、漏 水など
お困りなことがございましたら
ご 相 談ください。
☎0767-66-6063
090-4684-3379

〒929-2243
七尾市中島町河崎ハ12-1
代表

宮下

大

広報ななお「七尾ごころ」
広告募集
■発行部数

毎月22,100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
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七 尾ごころ

CLOSE UP FRESHMAN ! !

輝け！

ななおの星
か

な

こ

35歳
（中島町中島）
さん

高山 佳奈子

◆仕事は？

今年の3月に中島町で、
kitchen

SAKURA（キッチンサクラ）という

名前の飲食店をオープンしました。お昼

は地元の食材を取り入れた健康的なラン

チのお店、夜は気軽に入れる居酒屋とし

て皆さんをおもてなししています。自家

製の果実シロップも作っていて、テイク

アウトも始める予定なので、ぜひお店に

来てください。

◆趣味は？

食べることと寝ることが好きです。お

店をオープンするためにずっと忙しかっ

たいです。

◆理想の人は？

いつも明るくて元気な太陽のよ

う な 人 が 理 想 で す 。「 い る だ け で 、

周りが明るく楽しい雰囲気にな

る」と言われるように、前向きで

いつも笑顔でいられる人になりた

いです。

◆七尾の好きなところは？

人が温かくて人情が深いところ

と、自然が豊かで食べ物がおいし

いところです。

◆将来の夢は？

寒いのが苦手なので、南国に

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

行って、時間を気にせずゆっくり

と過ごしたいです。

編集・発行

〒926-8611

たので、余裕ができたら家でのんびりし

4月28日発行

No.188 令和2年（2020）

5月号

たかやま

★

Editor's Note

編集後記
広報広聴課2年目に突入しま
した。引き続きご愛読のほど、よ
ろしくお願いします。

FAX.0767-52-0374

T EL.0767-53-1130

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

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

ミニカー
大好き♡

恐竜が
大好きです！

かわ ぐち

川口

とき

や

時矢くん

平成28年
3月31日
生まれ

（父：裕司／母：彩由美）小島町

元気いっぱいでいつも家族を笑顔にし
てくれる時矢。これからも笑顔で、強く
て優しい男の子になってね。ずっと応
援しています

み

の

三野

ゆう せい

友誠くん

平成29年
11月14日
生まれ

今世界でまん延している新型
コロナウイルスの 影響で、東 京
オリンピック・パラリンピックを
はじめ、多くの祭りやイベントが
中止・延期となっています。七尾
でも青柏祭が中止になるなど、
今年は町中からにぎやかな声が

（父：雅和／母：春菜）万行町

いつも元気いっぱい、にこにこ笑顔の
友誠！最近は歌やおしゃべりが上手に
なったね！これからもすくすく大きく
なってね

聞こえなくなりそうで非常に寂
しく思います。一人一人が適切な
行動を取り、一刻も早く元気な
姿に戻ってほしいです。 （青木）

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。

