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No

広報ななお

それぞれの
夏の１ページ

SUMMER PHOTO COLLECTION

夏色風景inななお
7月に撮 影した市内の夏らしい風 景を紹介します。
皆さんの周りにはどんな夏の風 景がありますか？

七夕を前に︑やまと保育園の園児が願いを込めた短冊を飾りました︒
願い事が叶うといいですね︒
「何？何？」と言わんばかりに、
カメラに興味津々なわんちゃん。
かわいい表情が魅力的です。

石川県高等学校野球大会に向け、暑さに負けず練習に励む七尾東雲高等学校の球児たち。

3年生にとっては最後の大会。勝利を目指し、気合の入った掛け声がグラウンドに響いてい
ました。
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温水プールで水しぶきを上げてはしゃぐ東みなとこども園の園児たち。プール遊びは、子どもたちの夏の楽しみです！

「スピードが出て波に乗っている瞬間が気持ちいい」と話す
部員。約100年の歴史を持つ七尾高校ボート部は、波静かな
七尾湾で練習に励んでいます。
﹁き れ い だ ね﹂と じ っ と 見 つ め る お 兄
ちゃんと︑ついつい振り回そうとする弟︒
時間を忘れて存分に楽しんでいました︒
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丹精込めて作った夏野菜。野菜の成長やお客さんとの会話が
楽しみだそうです。お客さんの反応が分かる「顔が見える農
業」をやりたかったと優しい笑顔で話してくれました。

公園で一緒に走ったり、弟を抱っこしたり
と仲が良い兄弟を発見。
「ハイ、ポーズ」
の掛け声に笑顔で答えてくれました。

七尾を
みんなで
元気に！

七尾プレミアム
商品券2020

市民の皆さまには、ぜひお買い求めいただき、地域経済の下支えにご協力をお願いします。

・購入対象者：令 和 2 年 7 月 1 日 時 点 の 住 民 基 本 台 帳 登 録 世 帯
・販 売 価 格：1 冊 1 万 円 （ 1 万 2 , 0 0 0 円 分 ※ 1 , 0 0 0 円 分 の 商 品 券 が 1 2 枚 ）
・購 入 上 限：1 世 帯 1 0 冊 ま で
・発 行 総 額：2 6 億 4 千 万 円
・購 入 方 法： 市 内 郵 便 局 に 購 入 引 換 券 を 持 参

※販売開始から1週間は、混雑が予想されます。できるだけ、お住まいの地域の郵便局で購入してください。

プレミアム商品券使用までの流れ
①購入引換券が届く

②商品券を購入する

③商品券を使用する

8月11日㈫までに、住民票に記載されている住所に送付します。
※特定記録郵便での配達となります。

期間：令和2年8月11日㈫〜令和3年2月26日㈮
9：00〜17：00（土・日、祝日、年末年始を除く）
場所：市内郵便局23カ所（詳細は購入引換券に同封します。）
市内の取扱店でのみ使用できます（詳細は購入引換券に同封します。）
期間：令和2年8月11日㈫〜令和3年2月28日㈰
※一部、商品券を使用できない商品があります。
※最新の取扱店一覧表は専用ホームページで掲載しています。
商品券のQRコードを読み取ってご確認いただくこともできます。

引き続き、七尾プレミアム商品券2020取扱店を募集しております。
詳細は

七尾市 プレミアム商品券2020 検索

商工観光課

☎ 53-8565
七尾ごころ
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マイナンバーカードで
マイナポイントをもらおう
マイナンバーカードの申請はお早めに！

マイナポイントは、
マイナンバーカードを使って選択したキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると付与されるポイントです。

5,000

お好きなキャッシュレス決済で使えるポイントが

上限

予約・申し込み
受け付け中

円分

もらえる

※令和2年9月1日〜令和3年3月31日までのチャージまたは買い物が対象

マイナポイントを取得するには？ ※マイナポイントの予約者数が予算の上限に達した場合は、
マイナポイントの予約を締め切る可能性があります。
ステップ1

取得
ステップ2

予約

マイナンバーカードを持っていない人

マイナンバーカードを取得しましょう！
マイナポイントを予約しましょう！

スマートフォンかパソコンで、
24時間予約・申し込みが可能。

※スマートフォンの場合、NFC（近 距離無線 通信）対応機種のみ。パソコンの場合、別途カードリーダーライタが必要。

▼ 例：スマートフォン（iPhone端末の場合）での設定

1

「マイナポイントアプリ」
をダウン
ロード
（マイキーIDの発行）
QRコードを
読み取って
ください。

マイナンバーカード申請・受け取りの際に
設定した、数字4桁のパスワードを入力

2

パスワード入力
パスワード

キャンセル

OK

3

スマートフォンの下にマイナンバー
カードを置き、
情報を読み取る
マイナンバーカードを
セットしてください
※カードを置く位置は機
種によって異なります。

※パスワードの入力を3回連続
で間違えると、
市民課窓口でパ
スワードの再設定を行う必要
があります。
ご注意ください。

マイナポイントアプリ

4 マイナポイントの予約が完了！
ステップ3

申し込み

総務課（本庁1階）、市民課（ミナ.クル2階）に設置している、
マイナポイント設定支援端末（パソコン）でも予約できます。

マイナポイントを申し込んで、取得しましょう！

マイナポイントアプリを起動してマイナポイントを申し込み、利用するキャッシュレス決済サービスを選択。
申し込みの際は、決済サービスIDとセキュリティコードが必要です。
※決済サービス事業者
（クレジットカード、
ICカード、
QRコード決済など）
によって異なるので、
各事業者へご確認ください。

マイナンバーに
関する問い合わせ

最新の情報はマイナポイントホームページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバ ー

0120-95-0178

マイナポイント

音声ガイダンスに従って
「5番」
を選択してください。
平日 9:30〜20:00 土・日、祝日 9:30〜17:30

「怪しいな？」と思ったら遠慮なくご相談ください。
詐欺にご注意！

●七尾市消費生活センター

総務課
市民課
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☎53-1112

●七尾警察署

☎53-0110

☎ 53-1111（マイナポイント）
☎ 53-8417（マイナンバーカードの取得）

●警察相談専用電話

☎#9110

●消費者ホットライン

☎188

環境アセスメント制度を
ご存じですか？

電気を得るために発電所を造ることなどは、私たちが豊かな暮らしをするために必要な事業ですが、環境に
重大な影響を与えてはいけません。
環境アセスメント制度とは、事業者が環境に配慮した「よりよい事業計画」を作り上げていくための制度です。
事業者自らが、計画した事業が環境にどのような影響を及ぼすか、あらかじめ調査や予測、評価を行い、その結
果を縦覧（公表）して住民や行政、専門家などから意見を聴き、さまざまな観点から検討します。

事業者が行う環境アセスメント制度の仕組み
よりよい事業計画

事業の構想

環境への
影響

さまざまな観点から検討

環境アセスメント
図書の縦覧

環境面

安全面

● 調査
● 予測

● 評価

住民や行政、
専門家の意見

調査

評価

採算面

予測

事業者は、環境への影響を調査や予測、評価を行った結果をまとめた環境アセスメント図書（配慮書、方法
書、準備書、評価書）を作成し、縦覧や説明会を実施します。縦覧の期間や場所、意見書の提出方法は、事業者
自らが新聞に掲載してお知らせします。
市では、事業者からの依頼により、縦覧場所の提供や市ホームページ、ケーブルテレビななおでの情
報掲載に協力しています。

市内で計画中の事業
現在、
５社の事業者が本市と中能登町、志賀町、穴水町にまたがる山間部で６件の
風力発電事業を計画しています。
計画名

事業者名

発電出力（kW） 風車数（基）

（仮称）七尾志賀風力発電事業

アカシア･リニューアブルズ株式会社

50,400

12

（仮称）志賀風吹岳風力発電事業

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社

71,400

17

（仮称）能登中風力発電事業

合同会社潮風

71,400

17

（仮称）
中能登ウインドファーム事業

電源開発株式会社

64,500

15

（仮称）能登里山風力発電事業

合同会社かざくるま

71,400

17

（仮称）
虫ケ峰風力発電事業

ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社

54,600

13

環境課

☎53-8421
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6

田植え体験

七尾中学校入学式

6月9日（火）中島町中島

6月1日（月）七尾中学校

～青空の下、にぎやかな声が響く～
中島小学校の5年生38人が、地元農家の山本正秋
さんが管理している田んぼで田植えを体験した。新
型コロナウイルス感染症の影響で、5月から延期と
なっていた田植え。児童たちは恐る恐る田んぼに足
を踏み入れると「思ったより深い」
「気持ちいい」と
泥の感触に声を上げた。
途中で転ぶ姿も見られ、泥だらけになりながら苗
を植えた児童たち。水上瑛 希 君は「田植えをする前
は嫌だったけど、やってみたら楽しかった」と話し、
田んぼはにぎやかな声と笑顔であふれた。
え い

き

「いろり火の会」文部科学大臣表彰受賞
～昔話を語り継ぐ～

6月25日（木）七尾市役所
市内に伝わる昔話を語り伝えるボランティアグルー
プ「いろり火の会」が、子どもの読書活動に貢献し
たとして文部科学大臣から表彰され、黒崎教育長に
報告した。
いろり火の会は平成16年に発足し、中島町を中心
に活動。昔話を子どもたちが分かりやすい言葉に直
して読み聞かせたり、紙芝居を制作したりするなど
して保育園や小・中学校での伝承活動を続けてきた。
代表の鴻野俊雄さんは「受賞を励みに今後も活動を
続けたい」と意欲を見せた。

7

七尾ごころ 2020.8

～待ちに待った中学校生活がスタート! ～
新型コロナウイルス感染症の影響により延期され
ていた入学式が、新入生177人を迎え行われた。新
入生は約2カ月遅れの入学式を前に緊張を見せ、そ
の様子を保護者はほほ笑ましく見守った。
渡辺芳昭校長は「新たな学校生活が今日から始ま
ります。大きな希望と期待、不安があると思います
が、その緊張感を忘れず3年間を送ってください」と
式辞を述べた。新入生代表の髙山莉空さんは「勉強
と部活動に励み、2・3年生に近づけるように頑張り
ます」と力強く宣誓した。
り

く

梅干しを作ろう

～暑さに負けない、梅干しパワー～
6月24日（水）光の子保育園
園児10人が、これから来る暑い時季を元気よく
乗り越えるため、合計5ｋｇの梅干し作りに初挑戦
した。昨年は梅ジュースを用意し、今年はさらに梅
干しを加えて塩分の補給に備える。
梅のへた取りや塩もみなど、楽しく取り組んだ園
児たち。梅を丁寧に洗い過ぎて服がびしょ濡れに
なったり、「いい匂いがするよ」と笑顔で教えてく
れたりする一面も見せた。最後に「おいしくなーれ。
おいしくなーれ」とみんなで気持ちを込め、真っ赤
な梅干しになるのを心待ちにした。

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

万引きは「しない」
「させない」
「見逃さない」
万引きは「自分とは関係ない」と思っていませんか。
万引きは、最初は少量かもしれませんが、見逃されるとだんだんエスカレートして被害が大
きくなります。被害が多くなると、被害に遭った店の商品が高くなったり、廃業したりと私たち
の暮らしにも影響します。
万引きを「しない」ことはもちろんですが、店で不審な行動をしている人を見掛けたら店員
に知らせるなど、地域全体で万引きを「させない」
「見逃さない」意識を持つことが重要です。

夏休みのお出掛けや帰省中の注意
旅行などで家を留守にするときは、高層階の窓や小さな窓にも鍵を掛けましょう。
特に長期間家を空ける場合は、郵便物や新聞がたまらないよう気を付けましょう。
車には鍵を掛け、荷物は車内に残さないようにしましょう。
住宅の敷地内でも「車上狙い」は発生しています。
観光地など、人混みの中では「すり」や「置引き」に気を付けましょう。
手荷物は肌身から離さないようにしましょう。

消防だより

七尾鹿島消防本部
☎53-0119

多言語通訳サービス
七尾鹿島消防本部では、七尾市と中能登町に暮らす外国人や外国人観光客など、日本 語による会話が
困難な人からの119番通報に迅速・的確に対応できるよう、同時通訳を用いた「多言語通訳サービス」の
運用を開始しました。
このサービスは19カ国語に対応しているので、日本 語が話せない外国人の人でも24時間365日、安心
して119番通報できます。

対応イメージ図
対応言語

外国人通報者

①119番通報（外国語）

英語、中国語、韓国語、ポル

消防本部指令員

三者間通話

トガル語、スペイン語、タイ
語、ベトナム語、インドネシ
ア語、タガログ語、ネパール
語、ドイツ語、フランス語、イ
タリア語、ロシア語、マレー
語、ミャンマー語、クメール
語、モンゴル語、シンハラ語

③通話内容の
伝達・確認
（外国語）

④通話内容の
伝達・確認
（日本語）

電話通訳センター（民間事業所）

②転送・
外国語
通訳依頼
（日本語）

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。

七尾市競争入札参加資格審査申請
(工事・業務・物品など）

令和元・ 2 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。ご注意ください。
■受付期限 8 月31日㈪
七尾市

入札

監理課

検索

☎53-1118

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)

奥

原 1万100円～1万9,800円

【七尾地区】
古

府 1万3,400円～3万4,000円

後畠
シルバー 1万5,200円～3万1,200円
専用

【田鶴浜地区】
大

津 1万7,800円～4万400円

中

島 1万9,600円～4万8,700円

代

本 5万1,400円～5万4,000円

【中島地区】
要

貝 2万3,800円～4万6,700円

【能登島地区】
舘

山 1万8,200円～3万8,400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19日㈬
都市建築課 ☎53-8429

新型コロナウイルスの感染状況
により、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。

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

特別定額給付金の申請は
お済みですか？

まだ申請をしていない人は、期
限までに申請をお願いします。
■申込期限
令和 2 年 8 月21日㈮
※郵送での申請の場合は、 8 月
21日消印有効
総務課特別定額給付金室
☎57-5271

日本政策金融公庫または
石川県からの融資に対する
利子を補助します

■対象融資
日本政策金融公庫または石川県
による新型コロナウイルス感染
症関連融資
■条件
国の特別利子補給制度または石
川県の無利子化による上限以上
の融資を受けた事業者
■補給金額
1 年分の利子(上限30万円)
■申込期限
融資決定から 6 カ月以内
※詳細は商工観光課に問い合わせ
るか、市ホームページをご覧く
ださい。
商工観光課 ☎53-8565

市の人口
令和 2 年 6 月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,046世帯 （ 0)
人 口 51,549人
（△45）
男
24,508人
（△ 8）
女
27,041人
（△37）
年齢別人口
0 ～ 20歳
7,745人
21 ～ 64歳 24,401人
65歳～
19,403人
転入
74人 転出
85人
出生
11人 死亡
53人
婚姻
8件 その他
8人

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㈪

愛の献血
8 月14日㈮
七尾市役所
9 ：45 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00
※変更の場合があります。
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！
※新型コロナ感染状況により延期となる場合があります。

◆ フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 8/21
◆ 職長・安全衛生責任者教育

9/10 ・ 9/11

◆ 小型移動式クレーン運転技能講習 9/24～
◆ フォークリフト運転技能講習

★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 2020.8

菜の花

松

カモメ

ハチメ

10/2～

◆ その他、玉掛け・高所作業車・車両系建設機械運転技能講習等
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市のシンボル

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。家族の人も一緒
にお越しください。
■日時
9 月17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10日㈭
※送迎を希望する人は、申し込み
の際にご相談ください。
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
個別に受けられます。 1 回 2 時間
程度です。場所は自宅など、相談
に応じます。費用は無料です。
石川県視覚障害者協会
☎076-222-8781

心身障害者医療費助成制度の
ご案内

障害者手帳所持者で以下の要件
に当てはまる人は、医療費の助成
を受けることができます。
■対象者(一部所得制限あり)
・身体障害者手帳 1 、 2 、 3 級
を取得している人
・療育手帳を取得している人
※65歳以上で身体障害者手帳 3
級を取得した場合は、住民税
非課税世帯に属する人のみ
※10月から、精神障害者手帳 1
級を取得している人も対象と
なります。
■対象となる医療費
医療保険の対象となるもの
※入院時の部屋代・食事代など
を除く
■必要書類
障害者手帳、領収書、はんこ、
振込口座が確認できるもの
福祉課 ☎53-8464

わが家は地震が起きても大丈夫？
～耐震化を支援・補助します～

災害から尊い命や財産を守るた
めに木造住宅の耐震化を支援しま
す。
■対象
昭和56年 5 月31日以前に着工し
た民間住宅
※延べ面積の 2 分の 1 以上が住
宅の店舗や事務所などの併用
住宅も対象
■簡易耐震診断料
住宅の現況図面がある場合は無
料、無い場合は5,000円
■耐震改修工事補助
限度額160万円
【既存木造住宅の耐震相談会】
■日時
8 月31日㈪ 10：00～12：00
■場所 都市建築課(本庁 2 階)

危険ブロック塀の除却費用を
補助します

危険なブロック塀は地震の際に
倒壊し、人に危害を加える可能性
があります。倒壊による被害を未
然に防ぐため、ブロック塀の除却
費用を補助します。
■補助内容
4,000円×除却面積(㎡ )
(上限10万円）
■補助対象ブロック塀
・道路に面して設置された塀
・危険な状態である塀
など

都市建築課

都市建築課

☎53-8429

七尾市長選挙立候補予定者説明会

出席を希望する人は、事前に選
挙管理委員会事務局までお申し込
みください。
■日時 8 月27日㈭ 14：00
■場所 七尾市役所201会議室
七尾市選挙管理委員会
☎53-1111

令和 2 年度市民スポーツ・レク
リエーション祭中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため「市民スポーツ・レク
リエーション祭」は中止となりま
した。協賛事業もありません。
スポーツ・文化課 ☎53-3661

☎53-8429

危険な空き家を解体しませんか

老朽化して近所の人に迷惑を掛
ける空き家は「危険空き家」です。
危険空き家が原因で人にけがをさ
せたり建物や車などを破損させた
りすると、訴えられる場合があり
ます。処分に困った「老朽危険空
き家等」の所有者や管理者に、解
体費用を補助します。
■補助内容
・木造
解体費の 2 分の 1
限度額50万円
・木造以外 解体費の 2 分の 1
限度額100万円
■補助対象建物
市が「老朽危険空き家等」と認
定した建物
※まずは、ご相談ください。
都市建築課

☎53-8429

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。

新型コロナウイルス感染症の影響で
国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、収入源となる業務の喪
失や売り上げの減少などにより所
得が相当程度まで下がった場合、
臨時特例措置として国民年金保険
料免除申請が可能となりました。
申請手続きなどの詳細は、お問い
合わせください。
市民課 ☎0120-770-372
七尾年金事務所国民年金課
☎53-6511

優良運転者表彰の自己推薦

七尾鹿島交通安全協会では、無
事故無違反運転を意識し、他の模
範となっている優良運転者の表彰
を行っています。
■表彰基準
①七尾市・中能登町に在住で、
交通安全協会に加入している
人
②常に安全運転を行い、無事故
歴10年以上、無違反歴 5 年以
上の人
③過去に、同一表彰を受けてい
ない人
■表彰枠 約30人
■表彰式 9 月予定
■申込方法
以下の書類を石川県交通安全協
会窓口(七尾警察署内)に提出
・優良運転者推薦書
※七尾警察署窓口にあります。
・無事故・無違反証明書
※証明書申込用紙は七尾警察
署窓口にあります。
・SDカードの写し
※無事故・無違反証明書発行
時に交付されます。
・運転免許証の写し(表・裏)
・交通安全協会会員証の写し
■申込期限
8 月20日㈭
(受付時間 平日 8 ：30～17：15）
(一財)石川県交通安全協会
七尾鹿島支部 ☎53-4147
11
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国勢調査へのご協力を！

国内の人口や世帯の実態を明ら
かにするため、 5 年に 1 度の国勢
調査が実施されます。 9 月から10
月にかけて調査員が各世帯を訪問
し調査関係書類を配布しますの
で、調査票の回答にご協力をお願
いします。
■調査対象
日本国内に住む全ての人と世帯
(外国人を含む)
■調査事項
世帯員や世帯に関する19項目
(男女の別、出生の年月、就業
の形態、世帯員の数など)
■回答方法
インターネットまたは郵送

総務課国勢調査推進室
☎58-3145

県政出前講座

県の職員が地域に出向き、県の
施策を説明するとともに、県民と
の意見交換を行います。
■日時
いつでも(土・日、祝日含む)
■所要時間 60分～90分程度
■対象
おおむね10人以上のグループ・
団体の会合
■費用
無料(会場借上費用は申し込み
団体で負担してください)
■申込方法
申請書に必要事項を記入の上、
開催希望日の 1 カ月前までに郵
送、ファクス、メールで石川県
広報広聴室へ送付または県ホー
ムページから申請
石川県広報広聴室
☎076-225-1362
FAX076-225-1363
〒920-8580 金沢市鞍月 1 - 1
メール：e130500b@pref.ishikawa.lg.jp

特別児童扶養手当、障害児福
祉手当、特別障害者手当、福
祉手当の現況届はお早めに

各手当の受給者(支給停止も含
む）は現況届を提出してください。
※提出書類は送付する案内文書を
ご確認ください。
■提出期間
8 月12日㈬～ 9 月11日㈮
福祉課 ☎53-8464

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(支給停
止も含む)、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、手当の支払い
が一時差し止められ、受給資格が
な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
①はんこ
②健康保険証
③児童扶養手当証書、ひとり親
家庭等医療費受給資格証(交
付を受けている人)
※事由によっては別途書類が必
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

令和 3 年成人式

進学や就職などで市外に転出し
た人で、七尾市成人式への出席を
希望する人はご連絡ください。
■日時
令和 3 年 1 月10日㈰ 10：30～
■場所 七尾市文化ホール
■対象者
平成12年 4 月 2 日から平成13年
4 月 1 日に生まれた人
※状況により、開催方法や場所を
変更する場合があります。
成人式実行委員会事務局
(スポーツ・文化課)
☎53-3661

今月の特定健診・がん検診の日程

自分の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。
特定健診のみ、11月30日まで市内医療機関で受診できます。
会場ではがん検診も同時に開催しています。今年は特に密集を避けるため、予約が必要です。検診希望日の
2 週間前までに、がん検診申し込みはがきをポストに投函してお申し込みください。(がん検診の受診票と予
約票は、検診日の3～4日前ごろに届きます。)
日

会

場

８月

20日㈭ 七尾サンライフプラザ

受付時間
※

26日㈬ 能登島地区コミュニティセンター
27日㈭ 七尾サンライフプラザ
9月 5 日㈯ 七尾サンライフプラザ(女性） ※

08：30～10：00
13：00～14：00
08：30～10：00
08：30～10：00
08：30～10：00

特定
健診
●
●
●
●
●

胃

大腸

●
－
●
●
●

●
●
●
●
●

肺 前立腺 乳
●
●
●
●
●

●
●
●
●
－

子宮 肝炎

－
●
－
－
●

－
●
－
－
●

●
●
●
●
●

【注意】会場の「七尾サンライフプラザ」は、現在の「矢田郷地区コミュニティセンター」です。
「※印」の日は、託児サービスを実施しています。健診希望日の 3 日前までにお申し込みください。
健康推進課

☎５３-３６２３

JPQR導入の説明会・
申し込み会を開催します

JPQRはQRコ ー ド 決 済 の 統 一
規格です。複数ある決済QRコー
ドを １ 枚のQRコードにまとめる
ことで、複数社の決済に対応でき
ます。
■JPQRのメリット
・決済事業者への一括申し込み
が可能
・決済が手軽
・集客率アップにつながる
【説明会・申し込み会】
■日時 8 月25日㈫
①14：00～15：30
②19：00～20：30
■場所 矢田郷地区コミュニティ
センター
※詳細は市ホームページをご覧く
ださい。
※ 導 入 の 申 し 込 み は 統 一QR
「JPQR」普及事業ウェブサイ
トからも可能で
す。QRコ ー ド を
読み取ってご確
認ください。
商工観光課

☎53-8565

新型コロナウイルス接触確認
アプリ(COCOA)のご案内

厚生労働省から新型コロナウイ
ルス接触確認アプリ(COCOA)が
配信されました。本アプリは、新
型コロナウイルス感染症の感染者
と接触した可能性があると、ス
マートフォンで通知を受け取るこ
とができます。
自分や大切な人を守るために、
本アプリのインストールにご協力
をお願いします。
※詳細は厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
■アプリのダウンロード
・iPhone用

・Android用

健康推進課

蚊媒介感染症にご注意ください

デング熱やジカ熱は、ウイルス
を持った蚊を介して感染します。
蚊が発生しやすい場所での活動や
デング熱やジカ熱の流行地に渡航
する際には、蚊に刺されないよう
に注意しましょう。
■予防ポイント
①長袖シャツ、長ズボンなどを
着用し、肌の露出を避ける。
②素足やサンダル履きはできる
だけ避ける。
③必要に応じて虫よけ剤などを
使用する。
■蚊を減らすポイント
蚊の幼虫(ボウフラ)が発生しや
すい、雨水升や植木鉢の受け皿、
古タイヤなどに水たまりを作ら
ないようにする。
※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
健康推進課 ☎53-3624

☎53-3624

釣り広場開園のお知らせ

七尾大田火力発電所の定期点検
作業終了に伴い、釣り広場は 8 月
1 日㈯から開園しています。
監理課 ☎53-8747

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。

創業塾の受講生を募集します

創業に必要な基礎力を身に付けたい人や夢の実現へ向けてステップアップしたい人のために、講座を開催し
ます。
■内容（時間は全て 9 ：00～12：30）
開催日

講

内

容

ベーシックコース

第 1 講【ピンチに学ぶ創業準備】
9 月12日㈯ ・ピンチを乗り越えるため経営者はどうしたか ( 経営者として必要な能力とは )
・事業計画書とは
9 月19日㈯
10月 3 日㈯
10月17日㈯

アドバンスコース

1 月16日㈯
1 月30日㈯
2 月13日㈯
2 月27日㈯

第 2 講【アイデアを具体化してみる①】
・思い、こだわり、やりたいこと ・ケーススタディ
第 3 講【アイデアを具体化してみる②】
・誰に、何を、どのように、いくらで、いくつ

七尾商工会議所

第 5 講【あなたのライフスタイルに創業を】
・自分らしく創業する ・失敗に学ぶ成功の秘訣
第 6 講【事業計画の組み立て方①】

・事業化を判断できるとは？

第 7 講【事業計画の組み立て方②】
・経営者、スタッフの人づくり

第 8 講【事業計画の組み立て方③】
・顧客づくりの手法、営業力 ( 販売力 )

☎54-8888

商工観光課

令和 2 年度
明るい選挙啓発標語作品募集

■応募資格 県内に住所がある人
■応募方法
住所、氏名・振り仮名、年齢(小
中高生は学校名・学年)、電話
番号を記入の上、はがき、郵送
またはメールで応募。
■応募期限 9 月11日㈮必着
※詳細はお問い合わせください。
石川県選挙管理委員会事務局
☎076-225-1282
〒920-8580 金沢市鞍月 1 - 1
メール：senkyo@pref.ishikawa.lg.jp
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・ケーススタディ

第 4 講【アイデアを具体化してみる③】
・強み、市場性、独自性、実現性 ・ケーススタディ

■対象 創業に関心・興味のある人
■講師 佐々木 経司(第 1 ～ 4 講)、多田
■会場 七尾商工会議所ほか
■申込期限 9 月 4 日㈮まで
■受講料 5,000円
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義

年成(第 5 ～ 8 講)

☎53-8565

「わたしと年金」エッセイ募集

日本年金機構では、公的年金制
度をテーマとしたエッセイを募集
しています。年金の意義や大切さ、
皆さまの年金に対する考えなど、
何でも結構です。詳細はお問い合
わせください。
■申込資格
一般・学生(中学生以上)
■字数
日本語で1,000～2,000字
■申込期限 9 月11日㈮
市民課 ☎0120-770-372
七尾年金事務所 ☎53-6511

若者サポートステーションは働き
たい人を全力でサポートします

「これまで一度も働いたことが
ない」「働くことに自信が持てな
い」などの悩みを抱えている人と
その家族を対象に、相談会を開催
します。
相談者に応じて、働くために何
から始めればいいかをサポートし
ます。気軽にご連絡ください。
■日時
8 月18日㈫ 13：00～16：30
■場所 ハローワーク七尾
■対象
15歳～ 49歳の働くことに悩み
を抱えている人とその家族
若者サポートステーション石川
☎076-235-3060

法律相談開催

■開催日
8 月20日㈭、27日㈭
9 月 3 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

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)
・ 9 月29日㈫
日々の暮らしのヒントを学ぶ
コース
・10月11日㈰
奥能登の空と海に触れるコー
ス
・11月19日㈭
金沢港の「今」と「昔」を学
ぶコース
・11月25日㈬
いしかわの観光・伝統文化の
新たな「顔」を巡るコース
■定員
各コース20人
(申し込み多数の場合は抽選)
■参加費用
コースによって異なります。
■申込期間
8 月12日㈬～26日㈬
(当日消印有効)
■申込方法
はがき、メール、ファクスのい
ずれか。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

「子どもの人権110番」強化週間

いじめや体罰、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28日㈮～ 9 月 3 日㈭
8 ：30～19：00
※ 8 月29日㈯、 8 月30日㈰は
10：00～17：00
■全国共通フリーダイヤル
☎0120-007-110
※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。法務省ホー
ムページからアクセスできま
す。
金沢地方法務局七尾支局
☎53-1720

親御さんのための
結婚応援セミナー &お悩み相談会

子どもの結婚を応援したい親御
さんや家族を対象に、セミナーと
相談会を開催します。
■開催日 9 月11日㈮
■場所
石川県地場産業振興センター
本館 3 階第 5 研修室
■費用 無料
■内容
第 1 部：講演会
第 2 部：お悩み相談会
(先着 8 組)
■申込方法 電話
■申込期限 8 月31日㈪

いしかわ結婚支援センター
☎076-255-1535

のと里山里海ミュージアム
第 2 回ボランティア募集

令和 2 年度ボランティアを募集
します。当館の活動に興味がある
人の参加をお待ちしています。
■対象 16歳以上
■応募条件
募集説明会(面談あり)に参加で
きる人で、 1 日もしくは半日の
活動が可能な人。
■活動期間
10月 1 日㈭～令和 3 年 3 月31日㈬
■活動内容
館内案内やイベント補助、資料
整理などの軽作業
【募集説明会】
■日時
① 8 月29日㈯ 14：00～15：30
② 8 月30日㈰ 10：00～11：30
■場所
のと里山里海ミュージアム
■申込方法 電話
■申込期限 8 月24日㈪
のと里山里海ミュージアム
☎57-5100

みどりの愛護功労者
国土交通大臣表彰を受賞

5 月16日に七尾みなと遊歩道を
愛する会(代表 春木 良子)が第
31回みどりの愛護功労者国土交通
大臣表彰を受賞しました。
当会は平成23年11月から活動を
開始。能登食祭市場を起点として
海に面した遊歩道の花壇を、年間
を通して色とりどりの花で飾り、
清掃活動も努めるなど、長い間地
域のために活動してきたことが認
められ受賞に至りました。

石川県七尾港湾事務所
☎53-0440

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。

知っていますか？
電波のルール

電波は、テレビやラジオ、携帯
電話などのほか、警察や消防・救
急、防災行政、鉄道の無線局など、
安心・安全な生活を維持するため
に幅広く利用されています。
しかし、これらの無線通信を妨
害する不法電波も多くあります。
北陸総合通信局では、不法無線局
を取り締まるとともに、無線機器
を利用する市民の皆さまに、電波
のルールを守ることをお願いして
います。
■電波利用のルール
①無線機器を使用する際は「技
適マーク」の有無を確認して
ください。
②電波を利用するには、原則免
許が必要です。
③外国規格の無線機器に注意し
てください。

技適マーク

総務省北陸総合通信局
☎076-233-4441
(不法無線局、混信、妨害)
☎076-233-4491
(テレビ、ラジオの受信障害)

新型コロナウイルス感染症
対策に関する寄付のお礼
新型コロナウイルス感染症
拡大に伴う対策に役立ててほ
しいと寄付がありました。あ
りがとうございます。
■寄付をいただいた方のご芳名
(敬称略)
・㈱スギヨ
経口補水液OS- 1 2,400本
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海水浴を安全に楽しむために
～海上保安庁からの 6 つのお願い～

海水浴で起こる事故のほとんど
は、簡単な事を守らなかったこと
が原因で起こっています。心構え
を持つことで、海での事故を防ぐ
ことができます。
一番大切なものは命です。次の
6 つをしっかり守り、海を安全に
楽しんでください。
・指定海水浴場で指定期間に泳ぐ。
・小さな子どもから目を離さない。
・急な深みや離岸流に注意する。
・波が高いときは海に近づかない。
・飲酒したら泳がない。海中転落に
注意する。
・「せっかく来たから少しくらい」と
無理をしない。

検索

海の安全情報

第九管区海上保安本部 海の安
全推進室 ☎025-285-0118

自死遺族交流会(J交流会)

自死遺族が寄り添い、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。参加
する場合は事前にご連絡ください。
■日時
9 月 5 日㈯ 14：00～16：00
■場所 金沢市内(会場は個別に
お知らせします。)
石川県こころの健康センター
相談課 ☎076-238-5750

富山県氷見市交流情報
氷見市プレミアム宿泊券

氷見市観光協会では、氷見市内
の宿泊施設で利用できる「氷見市
プレミアム宿泊券」を発行してい
ま す。 1 万5,000円 分 を 1 万 円 で
お得に購入できます。
■販売期間 11月30日㈪まで
■発行枚数
2 万枚(予定枚数が完売した時
点で販売終了)
■利用期間
12月 1 日㈫のチェックアウトまで
※対象施設など詳細は、氷見市観
光ポータルサイト「きときとひ
みどっとこむ」をご覧ください。
(一社)氷見市観光協会
☎0766-74-5250

北陸電力送配電公式ツイッターで
停電情報を確認できます

公式ツイッターには、北陸電力
送配電ホームページ「停電情報」
へのリンクが案内されています。
災害発生時の注意喚起や町域単位
での停電戸数、復旧見込時間を確
認できるので、災害時に備えて
フォローしておくと便利です。
※ツイッター のフォ
ロ ー は、QRコ ー
ドを読み取ってく
ださい。
北陸電力送配電 ツイッター

検索

北陸電力送配電㈱
ネットワークサービスセンター
☎0120-837119

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

〆切 9/2(水)
(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

☎076-222-4680 連合会
高齢者活躍人材確保育成事業

今月の市民相談
相談の種類

主な内容

消費生活相談（予約制）

場

※祝日は除きます。事情により中止する場合があります。
※当日は、マスクの着用など新型コロナウイルス感染症
対策にご理解、ご協力をよろしくお願いします。

所

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

法律相談（予約制・先着５人）
相談担当者：弁護士

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

毎週月～金曜日

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
相談担当者：行政相談委員、人権擁護委員 権相談

女性なんでも相談

女性の悩み・ＤＶなど
☎52-7830）

（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

8月21日（金） 13:00 ～ 15:00

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）

子育て支援課

☎５３-８４４５

親と子のなんでも電話
相談室（オアシスライン）
スポーツ・文化課

健康推進課

能登島地区コミュニティセンター
田鶴浜地区コミュニティセンター
中島地区コミュニティセンター
パトリア５階
フォーラム七尾

8月17日（月）
13:00 ～ 15:00
9月 7日（月）
毎月第１・３水曜日
13:00 ～ 15:00
毎月第２・４水曜日
中止
毎月第１～
第４火曜日

13:00 ～ 17:00

パトリア3階
相談室ほか
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）

毎週月～金曜日
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

☎５３-３６６１

こころの健康相談
相談担当者：保健師

本庁
市民相談室

☎５３-１１１２

児童・ひとり親・女性相談
相談担当者：担当職員

8:30 ～ 17:15

8月28日（金）
13:00 ～ 15:30
9月11日（金）
8月24日（月）
13:30 ～ 16:00
9月14日（月）

本庁
市民相談室

※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

時 間

☎５３-３６２３

心の健康に関する相談

パトリア3階
相談室ほか

毎週月～金曜日

8:30 ～ 17:15

ふれあい市
＠ワークパル七尾

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

経営者、社長、役員の方へ

㈱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】

能登島の建築屋さんブログ

♥42回目♥
♥40回目♥
★
上司が悪い、
会社が悪い、政治が悪い
間違っている。全て自分自身の責任
決して他人のせいにする事じゃない
今、目の前に起きた事は自分の責任です
成長のチャンスを掴むのか、逃がすのか
人は、背負った責任の分だけ成長できる

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

㈱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

9：00 ～ 12：00( 開局時間）

深尾歯科医院
☎53-6385
本府中町

阪神調剤薬局さくら店
FAX53-5584
桜町

8月 9日
（日）

8月10日
（月・祝）

休日当番薬局

9：00 ～ 12：00

和倉歯科クリニック 能登総合病院前あおぞら薬局
☎62-2244
FAX52-9890
石崎町
藤橋町

小児休日当番医

休日在宅当番医
9：00 ～ 12：00

山﨑耳鼻咽喉科クリニック ☎54-8833

古府町

9：00 ～ 12：00

診療科目

（七尾市・中能登町・羽咋郡市）

耳鼻咽喉科

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

安田医院

☎72-2027 中能登町能登部下

内科

横山内科医院

☎57-5700

御祓町

内科

山﨑医院

☎62-2209

石崎町

内科

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

8月16日
（日）

かぶと歯科医院
☎53-7341
御祓町

なかのとまち薬局
FAX76-2729
中能登町二宮

8月23日
（日）

春木歯科クリニック
☎53-0313
塗師町

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

さはらファミリークリニック

☎62-3765

石崎町

内科

8月30日
（日）

舘歯科医院
☎52-2870
神明町

はせがわ薬局
FAX76-2160
中能登町井田

やまもと眼科クリニック

☎52-0250

藤野町

眼科

藤田医院

☎0767-26-1021 羽咋市大町

9月 6日
（日）

島田歯科医院
☎52-4182
府中町

七尾らいふ薬局
FAX52-3507
藤橋町

国下整形外科医院

☎54-0131

大和町

整形外科

山﨑医院

☎62-2209

石崎町

内科

志賀クリニック
☎0767-32-5307
志賀町高浜町
公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町

胃腸科・外科・
さはらファミリークリニック
内科

内科

☎62-3765
石崎町

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

※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

夏短
夏休み短期水泳教室

七尾市休日当番医

検索

ベンリー七尾店
暮らしを、便利に!!
明日を、元気に!!
◆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。

泳ぎのコツをつかもう！
夏の短期水泳教室の情報はチラシ・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

◆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

daiichipri

84-1175
Information

イベ ン ト 情 報

84-1271

84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175

コレクション展「色とりどりの」
84-1271

8/30
まで

当館の収蔵作品から、宝石のよう
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の
作品を紹介します。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
■観 覧 料
■休 館 日

53-1500

66-2323

8月30日(日)まで
9：00～17：00
(入館は16：30まで)
白地朱被亀甲文蓋付壺/19世紀
一般800円、
/中国（清朝）
中学生以下無料
※国民の祝日は70歳以上700円
毎月第3火曜日

「伝えゆく池田コレクションの魅力」〈第2期〉
～うつわバラエティ～ / ～イケコレでZOO ～
66-2323

8/8
9/13

2期にわたって当館所蔵作品の中核「池田コレクション」の
魅力をたっぷりと紹介する本展覧会。第2期も2テーマでの
作品展示となります。絵画や焼き物を中心に、いずれも貴
重な作品計70点を展観しますので、ぜひご鑑賞ください。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料

8月8日(土)～9月13日(日)
9：00～17：00(入館は16：30まで)
一般350円、大高生280円、中学生以下無料
※国民の祝日は70歳以上無料
毎週月曜日(祝日の場合は開館)、8月11日(火)

■休 館 日

84-1175

バーナーワークデモンストレーション2020

北陸在住の作家たちがバーナーの炎でガラスを溶かし華麗
な技を披露します。入場は無料です。
■日

時

■会

場

84-1271

8月15日(土)
①10：00～11：30 ②13：30～16：00
別棟2階 ※人数制限を設けて開催します

左「色絵山水図富士形小皿 古九谷」、右「波に兎図紋章散鐙」
※2点とも池田コレクション

53-1500

※コレクション展「色とりどりの」の会期を延長して開催しています。

☎57-5100
9/13
まで

企画展「生態系と身近な外来種」

9月13日(日)まで
9：00～17：00
無料
毎週火曜日(8月11日は開館)

無名塾

朗読劇「人間失格」

仲代達矢がこよなく愛した太宰文学。その金字塔に無名塾が
挑みます。舞台奥の大扉が開く演出もお楽しみに！
■日

外来種 アカミミガメ

●自然体験学習「昆虫標本作り体験」
日時： 8月16日(日)13：30～15：00
参加費無料、定員10人(申し込みは8月9日まで)、標本用の昆虫
を持参

●自然体験学習「昆虫採集体験in能登歴史公園」
日時：8月30日(日)13：30～16：00
参加費無料、定員10人(申し込みは8月23日まで)、虫捕り網と虫
かごを持参
●企画展イベント「外来種クッキング講座」
日時：9月6日(日)14：00～15：30
参加費無料、定員10人(申し込みは8月30日まで)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
9月末までの公演を中止・延期します。

お知
らせ

11月の公演

身近な外来種をテーマに、人
との関わりや生態系への影響
などを考えます。会期中は「い
きものクイズラリー」も行い、
全問正解者にはプチプレゼン
トがあります。
■会
期
■開館時間
■入 館 料
■休 館 日

☎66-2323
66-2323

時

11月19日(木)～23日(月・祝)16：00開演
※全5回公演
■出
演 仲代達矢 ほか無名塾
■前売料金(税込み) 一般6,500円、高校生以下4,500円(全席指定)
※友の会対象公演
※当日券は500円増し
※未就学児は入場不可
※入場の際は、マスクの着用やアルコー
ル消毒、検温などの感染症対策にご理
解、ご協力をよろしくお願いします。

無名塾

仲代達矢

新型コロナウイルスの感染状況により、今後予定を変更する場合があります。最新情報は各館ホームページなどでご確認ください。

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
「ニコニコちゃんねる」を
楽しみませんか

うちどく

23日はななお家読の日

七尾市議会定例会9月会議を
生中継します。

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。

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

※通常の番組を変更して放送します。
9月 1日(火)
8日(火)
9日(水)
18日(金)

10：00 ～
10：00 ～
10：00 ～
14：00 ～

検索

七尾市立図書館

提案理由説明
一般質問
一般質問
採決ほか

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報
水を縫う
寺地

はるな

著《集英社》

裁縫が好きな高校生の弟、かわいいものが
苦手な姉。結婚する姉のウエディングドレ
スを作ることになった弟を軸に、章ごとに
つづられるそれぞれの家族への思いと生き
方を描く。世の中の「普通」に息苦しさを
感じたことがある人の心にそっと寄り添っ
てくれる物語。

赤毛証明

ニコニコちゃんねるの放送内容

光丘

ニコニコちゃんねるは２時間枠で１日に５回放送して
います。市からのお知らせや地域の出来事などを週替
わりで放送しています。月曜から日曜まで同じ内容で、
毎週月曜に更新します。
加入の申し込みは ☎53-8699(平日8：30 ～ 17：00)
番組リクエストは ☎53-1130(平日9：00 ～ 14：00)

お知らせ

【今月のニコニコちゃんねる】

〇夏のスタンプラリー

8月10日(月・祝) ～ 16日(日)
夏季特別番組
17日(月) ～ 23日(日)
七尾東雲高等学校演劇科定期公演「星の王子さま」(再放送)
24日(月) ～ 30日(日)
なるほどなっとく市政講座「七尾市の農業振興」(再放送）
31日(月) ～ 9月6日(日)
全能登私の主張発表大会【中学生の部】（再放送）

スタンプをためて、素敵なプレゼントをもらおう。
期間：8月31日(月)まで
場所：市立図書館
対象：0歳から高校生まで

〇家族よむよむフェスタ2020

本の選書や謎解き、工作などを行います。
日時：8月29日(土)11時、12時、13時、14時
場所：フォーラム七尾 多目的ホール
対象： 幼児から高校生までの子どもとその保護者

※収録の都合により、昨年に放送したものを一部再放送します。
※都合により変更になる場合があります。

無 料 法 律 相 談 会
日時:8月22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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著《くもん出版》

中学1年生のめぐは、赤茶色の髪が地毛で
あることを学校に証明する「赤毛証明」の
ゴム印を生徒手帳に押されてしまう。「自分
は普通じゃないの？」と感じためぐは先生
に抗議するが…。自分らしく生きることを、
友人や幼なじみ、先生などいろいろな人と
関わりながら考えていく物語。

【放送時間】6時、8時、11時、18時、21時

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。

真理

※各回先着10組(要申し込み)

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

広報広聴課

☎53-1130

人生 100年
６０歳以上

シニアの新しい働き方

七尾市
シルバー人材センター

七尾市小島町西部１−３
（☎５２−４６８０）

七尾市シルバー

検索

高齢者活躍人材確保育成事業
石川県シルバー人材センター連合会

七 尾ごころ

CLOSE UP FRESHMAN ! !

輝け！

ななおの星
きょうへい

黒川

恭平さん

32歳（和倉町）
◆仕事は？

和倉町のレストラン﹁ブロッサム﹂で

シェフをしています︒県外や海外で修行

後︑両親の店を継ぐために七尾に帰って

来ました︒新型コロナウイルスの影響で

当店も打撃を受けましたが︑常連のお客

さまや地元のお客さまからオードブルや

弁当の注文をたくさんいただき︑感謝の

気持ちでいっぱいです︒

◆趣味は？

食べ歩きです︒食べることが大好きで︑

おいしい物を食べると﹁どうやって作っ

たんだろう﹂といつも考えてしまいます︒

両親です︒生き残りが難しいと

いわれる飲食店業界で︑長年経営

を続ける両親を︑経営者として尊

敬しています︒朝から晩まで懸命

に働く姿を小さい頃から見て育ち︑

同じ道を目指そうと思えたのも両

親のおかげです︒

◆七尾の好きなところは？

七尾には地域を盛り上げようと

頑張る人がたくさんいますし︑そ

れを応援してくれる人もたくさん

います︒自分も七尾で頑張ろうと

思えるこの町が大好きです︒

◆将来の夢は？

いずれは世代交代することにな

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

りますが︑代が変わっても皆さん

編集・発行

〒926-8611

に愛されるレストランにしていき

たいです︒

◆理想の人は？

8月5日発行
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8月号

くろかわ

★

Editor's Note

編集後記

T EL.0767-53-1130

FAX.0767-52-0374

平成26年
10月23日
生まれ

食べることなら
負けない

虫 が 大 好 きで、あい
さつしたり、こう言っ
てるよと虫とお 喋り
したりしています。騒
がしいけれど楽しい

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

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

お菓子作りが
好き！

平成28年
8月5日
生まれ

ご とう

りょう た

はる

毎日がうれしいです。

や

後藤 良太くん（上） 春哉くん（下）（父：慶太／母：彩）和倉町

今月号は、新型コロナウイルス
の影響で自粛疲れになっている
皆さんに元気を届けるため、夏
色風景と題して夏を先取りした
写 真を掲 載しています。七夕や
プール、花火など夏ならではの写
真を撮ることができました。
夏本番で暑い日が続きますが、
コロナ対 策「新しい生 活様 式」
と熱中症対策を忘 れず、今年し
かできない新スタイルで夏の思
い出を作っていただけたらと思
います。私はとりあえず、子ども
が飽きるまで花火をしたいと思
（青木 ）
います。

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/
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。

