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No

広報ななお

新年に思いを込める

新 年のごあいさつ

大きな制約を受け、皆さまにとっ

より日常生活や社会・経済活動は

新型コロナウイルスの感染拡大に

うお祈り申し上げます。

りまして、幸多き年となりますよ

います。本年が市民の皆さまにと

ます。出産や子育て世代の負担を

づくりが、解決への第一歩となり

婚や出産、子育てがしやすい環境

また、人口減少の問題には、結

たな企業誘致を進めてまいります。

せるため、地元企業への支援や新

要不可欠です。定住人口を拡大さ

若い人たちの働く場所の確保が必

生涯同じまちで住み続けるには、

づくり

市民が中心となって活躍するまち

継がれた豊かな恵みを子や孫の

進めるとともに、先人から受け

価値を生み出し、産業の創出を

域ブランド化することで新しい

この資源をしっかりと磨いて地

資源は地域の重要な資源です。

誰もが笑 顔で暮らせるまちを目 指して

ては大変な苦労をされた一年だっ

軽減するための支援策や子どもた

新年あけましておめでとうござ

たかと思います。収束がいまだに

ちの成長を支える教育や保育を充

さて、昨年を振り返りますと、

見通せず厳しい状況の中ではあり

実させます。

地域独自の自然や観光・文化

世代に引き継いでいきます。

ますが、市としても感染対策に

活用することにより、特色のあ

な ど 、 地 域 の 特 性 や 資 源 を 継 承・
豊かな自然環境の保全と能登の里

る地域づくりが求められていま

しっかりと取り組みながら、人口
減少や少子高齢化の流れに歯止め

山里海を活かした産業の創出

地区の地域づくり協

「青柏祭の曳山行事」、七尾城跡な

ネスコ無形文化遺産に登録された

された「能登の里山里海」や、ユ

七尾市は、世界農業遺産に認定

資源の発掘・発信により地域が

知識・アイデアの提供や、地域

活動の起爆剤となる資金や人、

議会が積極的に活動できるよう、

す。市内

をかけ、赤ちゃんからお年寄りま
で誰もが笑顔で暮らすことができ、
生きがいを持って活躍できる社会
を実現してまいります。
次代を担う若者や子育て世代の支援

自立するための支援を行うなど、

います。

いを感じられるまちづくりを行

ど、自然と歴史・文化に恵まれた
豊かな自然や長い歴史に育ま

地域の誰もが活躍でき、生きが

てほ しい」という、親たちの悲痛

れた、農水産物や数多くの観光

地域です。

な声を耳にします。子どもたちと

「子や孫が戻ってくるまちにし
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駅前の賑わい創出と港を活かした

地域経済の発展・強化

く、市が発展的な事業承継の実施

す。

や周辺商店街の賑わいを創出しま

七尾駅前から七尾港までの地域

済関係者との連携を強め、経営課

会、経営コンサルタントなどの経

を応援します。商工会議所や商工

など、市内企業の新しい取り組み

皆さまの声を聴き、皆さまの下へ

するため、あらゆる機会を通じて

こと、市民の皆さまとともに前進

政運営に取り組むのはもちろんの

最後に、職員と一丸となって市

をサポートします。

七尾港は天然の良港です。ク
題の整理や専門スキルのある人材

足を運び、皆さまとともに豊かさ

まちづくり

ルーズ船のターミナルとして利活
とのマッチング、プロジェクトの

を感じるまち、笑顔あふれる七尾

新たな市場への参入や商品開発

用を促進するとともに、マリンス
定期的な進捗確認など、既存産業

ます。

ポーツ・レジャーの中心地となる
また、親族に後継者がいなくて

市の創生に向け取り組んでまいり

七尾駅周辺は、市民が集い憩える

も、経営意欲のある方に引き継ぐ

七尾市長
たか

の強化を図ります。

場、能登の玄関口として観光客な

という選択肢もあります。七尾の

ちゃ たに

茶谷 義隆

よし

よう魅力を発信してまいります。

どが訪れる交流人口の拠点として、

企業の高い技術力や貴重な経営資

上げてきた産業の灯を消すことな

などを実現していくために、築き

源を将来に引き継ぎ、雇用の確保

七尾の魅力を発信していきます。
交流人口の拡大
交流人口を拡大するため、地域
の特性を活かした工夫や知恵によ
る独自の取り組みが求められてい
ます。七尾にはすでに、食や歴史、
祭り、温泉といった観光資源に加
え、能登和倉万葉の里マラソン、
モントレージャズフェスティバ ル
イン能登など、スポーツ・文化の
地域資源があります。既存の資産
を全国・世界に発信することで交
流人口の拡大を図り、さらに新し
い取り組みも検討してまいります。
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能登ふぐ給食提供事業

不嶋市長、岡野副市長退任

11月12日（木）中島小学校

11月6日（金）七尾市役所

～能登の海の恵みを味わおう～
能登沖で取れた「能登ふぐ」を市の農林水産課が
提供し、全校生徒200人がふるさとの海の恵みを味
わった。
コロナ禍で需要が減少した能登ふぐの消費拡大を
図り、子どもたちに地域の食材を食べてもらおうと
企画された提供事業。給食には能登ふぐの唐揚げの
ほか、輪島産のサザエが入った炊き込みご飯など、
能登の食材を使った献立が並んだ。6年生の田辺諒
大君は「お肉みたいな食感があっておいしい」と、
初めての能登ふぐを満足そうに食べていた。

～これからも市民の幸せを願う～

不嶋市長と岡野副市長の退任セレモニーが行われ
た。不嶋市長は平成21年4月から副市長時代を含め
11年5カ月、岡野副市長は3年10カ月、七尾市のた
めに尽力された。
不嶋市長は「47年と8カ月の公務員生活を全うで
きたのは、皆さんのおかげです。これからも市民が
幸せになるように心から祈っています。頑張ってく
ださい」と涙を浮かべ、感慨深げに語った。二人は
職員に見送られ市役所を後にした。これからのご活
躍をお祈りします。

消防署見学

七尾中、県中学駅伝アベック優勝

11月20日（金）七尾消防署

11月17日（火）七尾市役所

～命を守る仕事を学ぶ～
田鶴浜小学校の3年生33人が消防車両や地震体
験装置、指令室を見学し、消防職員の仕事を学んだ。
火事や救助現場を特定する装置や、消防車両に積ま
れている道具に興味津々の児童たち。消防職員の説
明を聞き逃さないよう、一生懸命メモを取っていた。
人命救助のため、一刻を争う現場で働く消防職員。
「いち早く現場に駆け付けられるよう、119番通報で
人の名前や住所など正確な情報が必要」と児童たち
に呼び掛けた。大橋輝君は「いざというときにお父
さんの名前や住所を言えるようにしたい」と話した。

～仲間を信じで勝ち取った勝利～

11月5日に行われた第71回男子・第38回女子石川
県中学校駅伝大会で七尾中学校男女陸上部がアベッ
ク優勝を果たし、黒崎教育長に報告した。男女とも
逆転の末の優勝で、男子は1秒差の激闘を制した。
黒崎教育長は「快挙を成し遂げた。栄誉なこと」
と褒めたたえた。男子主将の白井新大さんは「コロ
ナ禍で思うように練習できなかったけど、たすきを
つないで優勝できて良かった」と、女子主将の垣田
奏さんは「3年間、このメンバーで頑張ることができ
て良かった」と笑顔で振り返った。
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市内で行われた活動やイベントを紹介します

児童が体の不自由さを疑似体験

100歳のお誕生日おめでとうございます

11月25日（水）朝日小学校

11月20日（金）グループホームひかり

～相手の立場になって考える～

4年生34人が、目が見えない人や高齢者の体の
不自由さを体験した。二人一組になり、高齢者役の
児童はゴーグルや重りの付いたベストなどを身に着
け、視力や体力の低下を体感。介助役の児童のサポー
トを受けながら階段の上り下りに挑戦した。
アイマスク体験では、七尾市社会福祉協議会の職
員から目が見えない人の誘導方法を教わった。久司
彩乃さんは「階段が怖かった。誘導するときは分か
りやすく伝えようと思う」と話し、相手の立場に立
ち思いやる気持ちを学んだ。

きくいさんは石崎町で生まれ、6人きょうだいの長
女として幼少期を過ごし、同町の片倉家に嫁いだ。
若い頃は魚などを売り歩く行商で、奥能登方面や金
沢まで足を運んでいた。現在はグループホームで穏
やかに過ごしている。
お祝いの会では、職員や入所者から祝福され笑顔
のきくいさん。炭坑節の踊りを披露するなど元気な
様子を見せ「ありがとうございます」と感謝の気持
ちを伝えた。長男の廣之さんは「皆さんに祝福して
もらい幸せだ」と目を細め、一緒に長寿を祝った。

行政相談委員総務大臣表彰を受賞

令和2年度優良PTA文部科学大臣表彰の受賞報告

11月30日（月）七尾市役所

11月30日（月）七尾市役所

～市民と行政をつなぐパイプ役～

行政相談委員を17年務め、総務大臣表彰を受賞
した春木憲さんが茶谷市長に報告した。行政相談委
員は総務大臣から委嘱を受け、行政機関への意見・
要望などの相談を受け解決につなげる。市役所では
毎月、行政相談日を設け行政相談委員が市民の声に
耳を傾けている。
これまで82件の相談の解決に尽力した春木さん。
「近年の相談件数が減っていることは喜ばしい。今
後も頑張りたい」と意気込んだ。これからも市民と
行政をつなぐパイプ役を担っていく。
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～片倉きくいさん～
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～日頃の活動が花開く～

日頃のPTA活動が認められ、優良PTA文部科学大
臣表彰を受賞した七尾東部中学校育友会が、黒崎教
育長に報告した。同会は、学校の除草・除雪作業や
しびびの会による読み聞かせ、交通安全教室を開く
など、毎年地域と連携した活動を行っている。
黒崎教育長は「受賞は、育友会の皆さんが協力さ
れてきた結果」と惜しみない取り組みに感謝した。
鳥木隆会長は「積み上げてきたものが評価され、う
れしい。これからも学校の求めに応じて、できるこ
とは何でもしたい」と話した。

冬の新型コロナウイルス感染症
対策へのご協力をお願いします

発熱・せきなどがあれば、
かかりつけ医にまずは電話を！
新型コロナウイルス感染症には引き続き注意が必要です。
発熱・せきなどの症状があるときは、受診の前にまずはかか
りつけ医に電話で相談してください。

かかりつけ医がいない人は

石川県発熱患者等受診相談センターに電話してください。
☎0120-540-004（土・日、祝日含め24時間対応）

こんな場面では感染に注意を！
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、感染リスクが高まる「５つの場面」を避けながら「マ
スクの着用」
「3密の回避」
「手洗い・消毒」などの基本的な感染症対策を徹底しましょう。

感染リスクが高まる「5つの場面」
①飲酒を伴う懇親会など

②大人数や長時間の飲食

飲酒の影響で注意力
が低下したり大声になり
やすくなったりします。回
し飲 み や 箸 の 共 用 が 感
染リスクを高めます。

5人以上での飲食は大
声になり飛 沫が飛 びや す
くなります。長時間におよ
ぶ 会 食は感 染リスクが高
まります。
ひ

まつ

③マスクなしでの会話

④狭い空間での共同生活

⑤居場所の切り替わり

マスクを 付 け な い 状 態 で は
飛 沫が飛びます。車やカラオケ
など の 閉 鎖
空間は感染
リス ク が 高
まります。

長 時 間 にわ たり閉 鎖 空 間 が
共 有され るた め 、 感 染リスク
が高まります。寮の部屋やトイ
レなどの 共 用 部 分 で の 感 染 が
疑 われる事 例 が 報 告され て い
ます。

仕事での休憩時間に入ったと
きなど、居場所が切り替わると
環境の変化により気が緩み、感
染リスクが高まります。休憩室や
喫煙所などでの感染が疑われる
事例が報告されています。

ひ

まつ

寒い季節の感染予防のポイント

会話の際にはマスクを着用しましょう！

部屋の換気をしましょう

室温は18℃以上を目安に、常に窓を少し開けて
おきましょう。換気扇の使用もお勧めです。

部屋の保湿をしましょう

湿度40%以上が目安です。加湿器の使用や洗濯物の
室内干し、こまめな拭き掃除で保湿することができます。

健康推進課

☎53-3623
七尾ごころ

6

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

1月10日は110番の日

緊急の事件・事故は110番
110番は、警察官があなたの元へいち早く駆け付ける最良の手段です。質問が続いても、
すでに警察官を向かわせる手配は済んでいます。慌てず落ち着いて質問に答えてください。

110 番 通 報 のポイント
①何があったか
②いつあったか
③どこであったか
④相手（犯人など）の事
⑤今どうなっているか
⑥あなたの事

交通事故や泥棒など
何時ごろ
町名や番地、目立つ建物など
性別や年齢、身体の特徴、服装、車のナンバーなど
被害状況や事故の様子など
住所や氏名、電話番号、事件・事故との関係など

携 帯 電 話 から110 番 通 報 するときは
●運転中の場合は、車を安全な場所に停めてから
●通話中は移動しないで
通話が途切れたり、現場に向かった警察官に会えなくなったりします。
●電源は切らないで
折り返し電話をすることがあります。
緊急を要しない相談や悩み事は、警察の相談ダイヤル「♯9110」におかけください。一人で悩まずご相談ください。

消防だより

令和3年 七尾市消防出初式

七尾鹿島消防本部
☎53-0119

消防車24台

年頭に当たり、七尾市消防団による七尾市消防出初式を開催します。消防

による迫力満点の
一斉放水です！

団員の士気と防火思想の高揚や消防力の充実・強化を目的としています。ぜ
ひこの機会に、消防団活動への理解を深めてください。
開催日

●1月9日 ㈯

式

●時間／ 9：00～ ●場所／七尾市みなとふれあいスポーツセンター

典

一斉放水

●時間／10：00～ ●場所／ポートサイド七尾前

※天候により中止することがあります。※風向きにより水しぶきがかかる恐れがあります。

七尾市第１消防団
参加分団

袖ケ江分団

矢田新分団

御祓分団

矢田郷分団

東湊分団

崎山分団

石崎分団

徳田分団

高階分団

北大吞分団

南大吞分団

東部分団

中部分団

西部分団

和倉分団

七尾市第２消防団
金ヶ崎分団 田鶴浜分団

相馬分団

笠師保分団
ふ とう

豊川分団

中島分団

熊木分団

釶打分団

消防車両の ●時間／9：00～ ●場所／矢田新第１埠頭
展示
興味のある人は、ぜひお越しください。子ども防火服の試着体験もできます。
（1時間程度）
7

七尾ごころ 2021.1

西岸分団

高齢者用肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種はお済みですか？

対象の人には個別に通知してい
ます。定期接種の対象となる人は
毎年度異なるため、この機会を逃
さないようにご注意ください。
■期限 3 月31日㈬
■対象
市内に住民票がある人で、次の
いずれかに該当し、接種を希望
する人。
※過去に接種したことがある人
は対象外です。
①令和 2 年度に65・70・75・80
85・90・95・100歳になる人
②60歳以上65歳未満で、心臓、
腎臓、呼吸器の機能またはヒ
ト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に障害がある人
■費用 2,300円
※生活保護世帯の人は
無料です。
健康推進課 ☎53-3624

事業所給与担当の皆さんへ
令和 2 年分給与支払報告書の
提出は 2 月 1 日㈪までに

給与支払報告書は、令和 3 年度
市・県民税を計算する重要な資料
です。非正規職員を含む従業員全
員分を提出してください。
■提出先 税務課
■提出方法
郵送、持参、インターネット
「eLTAX」(エルタックス)
税務課 ☎53-8412

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。参加する際は、マスクの着
用など感染症対策にご協力をお
願いします。

マイナンバーカード
受け取り専用の休日窓口

マイナンバーカード交付申請を
行った後、受け取りに来庁してい
ない人を対象に、休日窓口を設け
ます。
■日時 1 月24日㈰
9 ：00〜12：00
■場所 ミナ.クル 2 階
■必要なもの
・交付通知書(はがき)
・本人確認書類
※顔写真付きは 1 点
顔写真無しは 2 点
・通知カード
市民課

☎53-8417

令和 3 ・ 4 年度七尾市競争
入札参加資格審査申請（工
事・業務・物品）受付開始

■期間 1 月 4 日㈪〜29日㈮
受付期間以降の申請は受け付け
ませんので、ご注意ください。
詳 細は、監 理 課 窓口または市
ホームページでご確認ください。
七尾市

入札

監理課

検索

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11月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 22,005世帯 （△ 7)
人 口 51,220人
（△56）
男
24,364人
（△21）
女
26,856人
（△35）
年齢別人口
0 〜 20歳
7,671人
21 〜 64歳 24,171人
65歳〜
19,378人
転入
66人 転出
79人
出生
24人 死亡
68人
婚姻
16件

納税のお知らせ
市・県民税( 4 期)
国民健康保険税( 7 期)
納期限： 2 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。
石川県赤十字血液センター

☎53-1118

検索

★資格取得講習会(七尾会場) 案内！
◆低圧電気業務特別教育

1月22日

◆アーク溶接特別教育

2月1～3日

◆ガス溶接技能講習

2月9～10日

◆研削といし(グラインダー等)特別教育

3月 3日

◆フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 3月 4日

市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

★一人親方様の労災特別加入 即手続きします ！
★労働健診(2月9日羽咋、2月19日・22日七尾で)実施します。

(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 年度七尾市職員採用試験

令和 3 年 4 月 1 日採用職員を募
集します。
■採用予定人数
職 種
採用予定人数
上級・中級・初級
土木
若干名
■申込期限 1 月15日㈮
■ 1 次試験(学科試験)
・日時 1 月31日㈰ 10：00〜
・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秘書人事課(本庁 3 階)
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

なかじまプロジェクト
市民公開講座

〜新型コロナウイルス感染症パン
デミック・災害と認知症〜
■日時 2 月 7 日㈰ 10：00開演
■場所 能登演劇堂
■講師
金沢大学脳老化・神経病態学
教授 山田 正仁
金沢大学地球社会基盤学系交通
まちづくり研究室
准教授 藤生 慎
■費用 無料
■申込方法
QRコードを読み
取り、原則 3 日前
までに専用サイト
から事前予約
※当日参加も受け付け可能
金沢大学脳老化・神経病態学
(脳神経内科学)
☎080-2964-6061
健康推進課 ☎53-3623

令和 3 年度七尾市有料広告募集

4 月から令和 4 年 3 月に掲載す
る七尾市有料広告を募集します。
【広報ななお】
・規格 ( 1 枠)縦55mm×横55mm
( 2 枠)縦112mm×横55mm
・掲載料(月額)
白黒
1 万円
1枠
カラー 2 万円
白黒
1 万 8 千円
2枠
カラー 3 万 6 千円
※年間掲載は 5 ％引き
【市ホームページ】
・規格
縦60ピクセル×横120ピクセル
・掲載料(月額) 1 枠 1 万円
【ケーブルテレビななお】
・掲載料(週額)
動画放送 6 千円〜 1 万 2 千円
文字放送 5 千円〜 1 万円
※放送は 1 週間単位とし、 1 日 8
回( 1 週間に56回)自主放送番組
内で放送します。
■受付期間
随時
※年間掲載を希望する場合は
1 月19日㈫まで
■申込方法
申込書と原稿案を広報広聴課へ
提出してください。
※申込書は広報広聴課窓口で受
け取るか、市ホームページか
らダウンロードできます。詳
細は市ホームページをご覧く
ださい。
検索

七尾市有料広告

広報広聴課

☎53-1130

要介護認定高齢者の障害者控除

介護保険制度の要介護認定を受
けている65歳以上の人(本人また
は扶養親族)は、障害者手帳がな
くても、申請によって所得税・住
民税の障害者控除を受けられる場
合があります。詳細はお問い合わ
せください。
高齢者支援課
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☎53-8457

令和 3 年度償却資産(固定資産
税)の申告期限は 2 月 1 日㈪

固定資産税の課税対象である償
却資産(事業用資産)を市内に所有
している法人または個人の事業者
は、令和 3 年 1 月 1 日現在の所有
状況の申告をお願いします。
前年度に申告した事業者には、
申告に必要な関係書類を12月下旬
に郵送しました。新規事業者には
関係書類を郵送しますので、ご連
絡ください。
税務課 ☎53-8415

税務署から確定申告のお知らせ
■期間
■時間

2 月16日㈫〜 3 月15日㈪
9 ：00〜16：00
(土・日、祝日を除く)
■場所 七尾税務署
※混雑回避のため入場整理券を配
布します。状況に応じ、来場を
後日に改めていただくようお願
いすることがあります。
※感染症対策のため、マスクの着
用、少人数での来場をお願いし
ます。
※還付申告書は 1 月から受け付け
ています。
七尾税務署 ☎52-3381(代表）

よろず支援拠点
事業者のための相談窓口

経営の専門家が、事業に対する
悩みに無料でお応えします。
■相談内容
新型コロナウイルス関連の給付
金や助成金などの制度説明、経
営課題への助言など
■場所 商工観光課(本庁 2 階)
■開設日時
毎週火曜日、木曜日
9 ：00〜12：00
13：00〜17：00
商工観光課 ☎53-8565
よろず支援拠点 ☎57-5077

令和 2 年度七尾市女性のつどい
■日時

2 月 7 日㈰
13：30〜15：30
■場所 田鶴浜地区コミュニティ
センター
■対象 どなたでも(申し込み不要)
■入場料 無料
■講演会
「私が私で良かったと思える生き方」
講師 川村 妙慶

スポーツ・文化課

☎53-3661

のと里山空港を
お得に利用しませんか？

のと里山空港を利用して羽田空
港で乗り継ぎをすると、 1 人当た
り9,000円が割引されます。
■対象期間
12月 1 日出発分から令和 3 年 3
月31日帰着分まで
※割引を受けるには条件がありま
す。詳細はお問い合わせくださ
い。
のと里山空港利用促進同盟会
☎0768-26-2366

山びこ荘講座参加者募集
レディーススキー教室

女性を対象とした講座です。 1
人でも参加できます。丁寧な指導
で楽しく滑れます。
■日時 2 月 9 日㈫
8 ：45〜15：00
■定員 20人
■参加費 4,000円(昼食付)
※貸しスキーは別途
1,000円必要です。
ふれあいセンター山びこ荘
☎57-0022

不要品活用銀行

■ゆずります
ボウリング球(13ポンド、紺色)、
自転車用チャイルドシート、ベ
ビ ー ベ ッ ド(幅100cm× 高 さ
110cm×奥行き68cm）、七尾高
校 女 子 制 服(155cm)、 ゴ ル フ
シューズ(女性用22. 5 cm)
■ゆずってください
折りたたみ自転車、丸テーブル
（直径60 〜 70cm×高さ70cm）、
アコースティックギター、七尾東
部中学校セカンドバッグ(赤)
※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

のと里山里海ミュージアム
ボランティア募集

令和 3 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、 1 日もしくは半日の活動が
可能な人。
■活動期間
4 月 1 日〜令和 4 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 2 月20日㈯ 14：00〜15：30
② 2 月21日㈰ 10：30〜12：00
■場所
のと里山里海ミュージアム
■申込方法 電話
■申込期限 2 月14日㈰
のと里山里海ミュージアム
☎57-5100

司法書士月イチ無料休日
電話相談会

司法書士が新型コロナウイルス
に起因する法律相談にお応えしま
す。相続や遺言などに関すること
も、気軽にご相談ください。
■日時 毎月第 2 日曜日
13：00〜16：00
■電話番号 ☎076-292-1088
※ウェブ相談は☎076-291-7070で
ご予約ください。
石川県司法書士会
☎076-291-7070

法律相談開催

■開催日
1 月14日㈭、21日㈭、28日㈭
2 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

令和 3 年 3 月 1 日から障害者の法
定雇用率が引き上げになります

障害に関係なく、誰もが社会参
加できる「共生社会」実現の理念
の下、全ての事業主には、法定雇
用率以上の割合で障害者を雇用す
る義務があります。
法定雇用率
現 行
変更後
民間企業
2.2%
2.3%
※障害者 1 人以上の雇用義務があ
る民間企業の従業員数が、現在
の45. 5 人以上から43. 5 人以上
に変更。
七尾公共職業安定所
☎52-3255

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。

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 1 月14日㈭、 2 月16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

ちょっとおしゃれな出張
カキ小屋in和倉温泉

和倉温泉お祭り会館前にカキ小
屋を設置します。ぜひお越しくだ
さい。
※テントの中でも冷え込むことが
予想されますので、十分な防寒
対策を行ってください。
■日時
1 月 9 日㈯、16日㈯、23日㈯、
30日㈯
17：00〜21：00
(20：30ラストオーダー）
■場所 和倉温泉お祭り会館前
■定員( 2 部制)
・17：00〜 25人
・19：00〜 25人
※要予約
■料金
1 人4,000円(税込み)
※焼き牡蠣食べ放題(90分)＋
2 品＋特典付き
※飲料代別
みんなで
食べに
来てね〜♪

富山県氷見市交流情報
氷見きときとファンクラブ
会員募集中

氷見市を知り、訪れ、全国にそ
の魅力を発信していく「氷見きと
きとファンクラブ」の会員を募集
しています。
■対象 氷見市外在住の人
■会員特典(一例)
・氷見市のイベント情報がメー
ルで届く
・市内公共施設で入館料割引な
どの特典が受けられる
・氷見の食を味わい、会員同士
で交流できるイベントへの参
加が可能になる
・アプリ内で会員ポイントを貯
めてランクアップすると、懸
賞に応募できる( 2 月〜 3 月
に懸賞募集予定)
■入会方法
スマートフォンで専用アプリを
ダウンロードし、会員情報を登
録して入会
※詳細は氷見市ホー
ムページでご確認
ください。

氷見市商工振興課
☎0766-74-8089
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■募集学科
普通課程 生産設備保全科
普通課程 自動車整備科
■応募資格
おおむね35歳以下で、高等学校
卒業または卒業見込みの人
■訓練期間
生産設備保全科 1 年間
自動車整備科 2 年間
■申込期限 1 月22日㈮
石川県立七尾産業技術専門校
☎52-3159

石川県ふぐ処理資格者試験
準備講習会
■日時

1 月26日㈫
実技 9 ：00〜12：00
学科 13：00〜17：00
■場所 金沢勤労者プラザ
■受講料 31,000円
(テキスト代含む)
■定員 先着24人
■申込方法
申込書に必要事項を記入し、受
講料を添えて(公社)石川県調理
師会宛てに送付
※申込書は(公社)石川県調理師
会や石川県薬事衛生課、最寄
りの保健福祉センターで入手
できます。
(公社)石川県調理師会
☎076-236-2012

で
「七尾プレミアム商品券」を使うと
荏原商事株式会社能登支店
七尾市本府中町二４０番地１
TEL 0767（57）5200

水と空気とクリーンエネルギーと
よりよい環境づくりを通じて
都市と街、人と暮らしに貢献を。
●中途採用募集中●

和倉温泉観光協会
☎62-1555

石川県立七尾産業技術専門校
令和 3 年度訓練生追加募集

施工管理技士優遇 資格手当有
（就業時間9:00～17:30）

1,000円券1枚につき、 食事や、
お
次回能登食祭市場全店で お買い物に
ご利用できる

見本

100円券を進呈！
●利用期間： ～2021年2月28日㈰まで

能登食祭市場

0767-52-7071

今月の市民相談
相談の種類

※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。

主な内容

消費生活相談（予約制）

場

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

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

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

1月15日（金） 13:00 〜 15:00

行政困りごと相談

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

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

スポーツ・文化課

1月18日（月）
13:00 〜 15:00
2月 1日（月）
毎月第１、３水曜日
13:00 〜 15:00
毎月第２、４水曜日
1月20日（水） 10:00 〜 12:00
1月20日（水） 13:00 〜 15:00
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

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

こころの健康相談
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

☎５３-８４４５

親と子のなんでも電話
相談室（オアシスライン）

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

1月22日（金）
13:00 〜 15:30
2月12日（金）
1月25日（月）
13:30 〜 16:00
2月 8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

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）

時 間

パトリア3階
相談室ほか

心の健康に関する相談

☎５３-３６２３

毎週月〜金曜日

8:30 〜 17:15

より営業します

ふれあい市

開催

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
 日
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

♥47回目♥
★

除雪作業
いたします
七尾市シルバー人材センタ
人材センター
ー
七尾市小島町西部番 ℡：

努力は裏切らないという言葉があります
でも努力しても裏切るし、
それは嘘です
むしろ努力しても裏切られる事ばかりです
努力しても成功する可能性はとても低い
でもそこで諦めれば可能性もゼロで終わる
死ぬほど努力した人間にだけ奇跡は起きる

㈱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）

1月 1日
（金・祝）

和倉歯科クリニック
☎62-2244
石崎町

阪神調剤薬局さくら店
FAX53-5584
桜町

1月 2日
（土）

かぶと歯科医院
☎53-7341
御祓町

あさひ薬局
FAX57-1293
千野町

1月 3日
（日）

春木歯科クリニック
☎53-0313
塗師町

1月10日
（日）

小児休日当番医

休日在宅当番医
9：00 〜 12：00

円山病院

9：00 〜 12：00

診療科目

(七尾市･中能登町･羽咋郡市)

公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町

☎52-3400

府中町

内科

浜岡整形外科クリニック ☎62-8050

石崎町

整形外科

中村ペインクリニック ☎53-8688

神明町

ペインクリニック

なかお内科医院

☎74-2132

中能登町良川

和倉あおぞら薬局
FAX62-8932
石崎町

八野田整形外科医院

☎54-0811

藤橋町

整形外科

さはらファミリークリニック

☎62-3765

石崎町

内科

舘歯科医院
☎52-2870
神明町

なかのとまち薬局
FAX76-2729
中能登町二宮

横山内科医院

☎57-5700

御祓町

内科

安田医院

☎72-2027 中能登町能登部下

内科

1月11日
（月・祝）

島田歯科医院
☎52-4182
府中町

中島薬局
FAX72-3370
中能登町能登部下

やまもと眼科クリニック

☎52-0250

藤野町

眼科

森クリニック

☎54-8688

国分町

1月17日
（日）

マダチ歯科医院
☎57-3600
飯川町

はせがわ薬局
FAX76-2160
中能登町井田

内科・胃腸外科・
肛門外科

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

三林内科胃腸科医院

☎54-0350

府中町

藤田医院

☎0767-26-1021 羽咋市大町

内科

☎52-6611
藤橋町

1月24日
（日）

みやした歯科医院
☎62-1719
石崎町

七尾らいふ薬局
FAX52-3507
藤橋町

田中内科クリニック

☎57-5660

藤橋町

内科

山﨑医院

☎62-2209

石崎町

内科

1月31日
（日）

しみず歯科医院
☎52-7655
古府町

神明あおぞら薬局
FAX53-8932
神明町

清水眼科医院

☎52-6383

米町

眼科

おくむら内科胃腸科医院

☎57-0753

下町

内科・胃腸内科

2月 7日
（日）

杉原歯科医院
☎54-0020
藤橋町

ななお調剤薬局
FAX52-8155
国分町

うおぎし医院

☎52-1123

藤野町

内科・外科・ 国立病院機構七尾病院
胃腸科

浜岡整形外科クリニック ☎62-8050

石崎町

内科

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
公立羽咋病院
☎0767-22-1220
羽咋市的場町

内科・胃腸内科 公立能登総合病院

整形外科

とどろき医院
☎0767-22-7855
羽咋市鶴多町
恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町
☎53-1890
松百町

※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。
※ 1 月 1 日から 3 日に小児休日当番医にかかる人で発熱症状がある場合は、診療時間を事前に医療機関にお問い合わせください。
12 月 29 日から 31 日においても事前の問い合わせをお願いします。

健康推進課

☎５３-３６２３

カ
ー

ス

ス

ニ

テ

強い体を
つくろう！

体験
無料

スポーツギャザー７７０

ベンリー七尾店

◆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。

無料体験のお申し込みは☎５２−２９７０
テキストを入力してください

検索

暮らしを、便利に!!
明日を、元気に!!

サ
ッ

ニ
テ

ス
イ
ミ

ン
グ

スポーツギャザー770の
ジュニアスポーツ教室

七尾市休日当番医

検索⏎

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。

七尾・鍛冶町
石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

小麦粉から時間をかけて丹念にこねる！それこそが、
コシのあるリンロン餃子のおいしさの秘訣です。
ニンニク不使用なので、いつでもお口のニオイを気に
することなくお召し上がりいただけます。
営業時間 11：00~14：00 17：00~21：00
定 休 日 火曜日
住
所 藤橋町申５３（どんたくアスティの向かい）
電
話 080-6127-6505
ＵＲＬ https://rinron.noto.jp/

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
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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

今月の特集

淡麗清湯塩拉麺

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

84-1271

84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175

探求と創作

5/23
まで

本展ではガラスの性質に焦点をあ
て、当館収蔵品をとおして、作家た
ちが試行錯誤を繰り返す中で導き出
したかたちと多様な表現を紹介しま
す。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

84-1271
53-1500

66-2323

5月23日(日)まで
9：00〜16：30
Amoruphous19-1 ／横山翔平
(入館は16：00まで)
2019年 撮影：岡村喜知郎
一般800円
中学生以下無料
※国民の祝日は70歳以上700円
年末年始、1月18日(月) 〜 22日(金)

●冬はガラ美でほっこり！ガラス彫刻体験
電動ルーターで絵柄を彫刻してオリジナルのグラスを作ります。
日 時：２月までの毎週土・日曜日、祝日
(土曜日)①13：30 〜 ②14：15 〜 ③15：00 〜
(日曜日・祝日）①10：00〜 ②10：45〜 ③11：30〜
参加費：500円(高校生以上は別途観覧料必要)
定 員：各回５人 ※会場での当日申し込みや事前予約も可能
※年末年始の休館日：12月29日(火) 〜令和3年1月1日(金・祝)

2/14
まで

お茶のお道具
花咲く美術

66-2323

平成7年の開館以来、25年にわ
たり幅広く美術工芸品を収集
してきた当美術館。所蔵する作
品 は、 現 在 合 わ せ て 約760点
を数えます。本展では「お茶の
お道具」
「花咲く美術」の2テー
マを設定。所蔵品より厳選され
た絵画や工芸など、多彩なライ
ンアップで紹介しています。
「はな」 浜出青松

■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

2月14日(日)まで
9：00〜17：00
84-1175
(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(祝日は開館)、年末年始、1月12日(火)、
84-1271
2月12日(金)

※年末年始の休館日：12月28日(月) 〜令和3年1月4日(月)

53-1500

☎57-5100
1/18
まで

企画展
「七尾の手仕事〜いまむかし〜」

七尾に伝わる暮らしの道具
を展示し、古くからの生 業
や産業、今に受け継がれる
伝統工芸など、七尾のモノ
作りの歴史を紹介します。
■会
期
■開館時間
■入 館 料
■休 館 日

1月18日(月)まで
七尾和ろうそく 撮影：koji SUGA
9：00〜17：00
無料
毎週火曜日(祝日の場合は開館)、年末年始

●企画展関連イベント「田鶴浜建具 組子コースター作り」
建具の装飾技法「組子」を体験してみませんか。
日時：1月10日(日) 10：00〜12：00、14：00〜16：00
参加費1,000円、定員20人(申し込みは1月9日まで)
●地域学講座「歴史を学ぶ 史料を読む」
日時：1月16日(土) 13：30 〜 15：00
参 加 費 無 料、 定 員10人(申 し 込 み は1月10日 ま で)、 鉛 筆 と く
ずし字辞典を持参
※年末年始の休館日：12月29日(火) 〜令和3年1月3日(日)

石川県七尾美術館蔵

☎66-2323
66-2323
お知
らせ

劇場見学のご案内

能登演劇堂では劇場の見学を行っています。今年で開館25
周年を迎えた演劇堂の歴史や舞台にまつわるエピソードな
ど、舞台スタッフが案内します。客席や目の前で舞台奥の大
扉が開く瞬間を楽しむことができます。
■開館時間
9：00〜17：00
(受け付けは16：00まで)
■見 学 料(要予約)
・一般
個人300円
団体(10人以上)200円
・中学生以下無料
■休 館 日
月曜日、祝日、年末年始

大扉が開いた舞台の様子

※公演日・貸館日・準備期間や点検期間などの劇場使用時、休館日
は見学できません。
※天候などの理由により、舞台奥の大扉は開けない場合があります。
●公演の衣裳・台本や舞台写真などを展示した「演劇のまちあゆみ
コーナー」(入場料無料)もご覧いただけます。
※年末年始の休館日：12月28日(月) 〜令和3年1月4日(月)

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

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

00

7

57
00

8

9

10
11

12
13
14
15

16
17
18

19
20
21

22
23

00
30
57
00
00

00
30
00
00
30
57
00

月
火
水
市からのお知らせ
七尾の祭り
ななおいきいき体操

木

土

金

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
( ニュースと行政情報をお伝えします )

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

ななおいきいき体操

ニコニコちゃんねる
( ニュースと行政情報をお伝えします )
いきいき 100 歳体操
ニュースプレイバック
ななおいきいき体操

ニコニコちゃんねる
( ニュースと行政情報をお伝えします )

ニュー東京ホリデイ

全国のケーブルテレビ番組を放送

杉浦さやか

いきいき 100 歳体操
ニュースプレイバック

いきいき 100 歳体操
ニュースプレイバック
ななおいきいき体操

ニコニコちゃんねる
( ニュースと行政情報をお伝えします )

00

ニコニコちゃんねる
( ニュースと行政情報をお伝えします )

00

ニュースプレイバック

なかざわくみこ

市からのお知らせ

【今月のニコニコちゃんねる】

1月4日(月)〜10日(日)
なるほどなっとく市政講座
「認知症について学びましょう」
11日(月・祝)〜17日(日)

25日(月)〜31日(日)
認知症サポーター養成ステップアップ講座

☎53-1130(平日9：00~14：00)
☎53-8699

TEL:0767-52-0008
予約受付時間平日9:30～17:00

七尾市亀山町3-1
七尾郵便局横七尾駅より
徒歩５分（駐車スペース有）

弁護士法人出口法律事務所七尾事務所
弁護士 宮崎 昇一郎
（金沢弁護士会 所属）
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図書館からのお 知 ら せ

○蔵書点検のため休館、休室します

※都合により変更になる場合があります。

＊秘密厳守＊
＊事前予約制＊

《文溪堂》

日時：1月4日(月) 10：00〜 ※なくなり次第終了
場所：市立図書館
内容：図書館職員のおすすめ本セットを限定40袋用意しました。
お好みのテーマの本をお借りください。

18日(月)〜24日(日)
令和3年七尾市成人式

日時:１月16日(土)10:00～15:00

作

今日は商店街の「ふくのいち」の日。お
じいちゃんと一緒に出掛けよう。惣菜や
おでん、たぬき焼き、福引き…おいしい
ものや楽しいことがたくさん。商店街独
特の温かい雰囲気が細かく描かれている
絵本です。

○本の福袋

七尾東雲高等学校演劇科定期公演「リア王」

無 料 法 律 相 談 会

《祥伝社》

まんぷくよこちょう

ななおいきいき体操

交通事故、相続、離婚、債務等
お困りごとをお気軽にご相談ください。

著

「旅するように街をあるこう」をテーマに、
人気イラストレーターが古くて新しい街・
東京を案内します。おいしい、かわいい、
ちょっとレトロなスポットがたくさん。
充実したコラムにも注目。本の中で旅気
分を味わえます。

リクエストコーナー ( 日替わり )

番組のリクエストは
加入や契約の相談は

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報

ニコニコちゃんねるセレクション ( 過去の番組を放送 )

30

検索

七尾市立図書館

00

57

23日はななお家読の日

日

1月12日(火)〜15日(金) 矢田郷地区コミュニティセンター図書室
1月18日(月)〜21日(木) 田鶴浜地区コミュニティセンター図書室
1月25日(月)〜28日(木) 中島地区コミュニティセンター図書室
2月 1日(月)〜 6日(土） 市立図書館

本さぬきうどん

海よ友よ
場所 和倉温泉口(おもちゃ博物館近く)
TEL ０７６７－６２－０５００
定休日 月曜日
こちらの広告をお持ちになり、ご来店いた
だきますとお会計時に１０％割引致します。

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
よし ひと

保科

仁人さん

33歳
◆仕事は？

SWS西日本株式会社田鶴浜工場で車

年に入社以来、
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両用ワイヤーハーネス製造の管理業務を

担当しています。平成

さまざまな業務を経験し、現在は現場管

理者として、生産計画の調整や生産性向

上のための作業分析、工程改善などの業

務を行っています。掲げた目標を苦労し

ながらもみんなで力を合わせて達成でき

たときは、とてもやりがいを感じます。

また、社内資格として海外工場の加工

リーダーを育てるトレーナーの資格を取

加工教育指導にも携わってい

ます。

◆趣味は？

ゴルフです。海外にいた時、

上司に誘われたことがきっか

けで始めました。一面に広が

る森林の緑や青空の下でのプ

レーは格別です。

◆理想の人は？

自分の信念をしっかり持ち、

相手の気持ちになって寄り添

える人です。

◆七尾の好きなところは？

季節ごとにおいしい食べ物

がたくさんあるところです。

◆将来の夢は？

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

子どもから尊敬される父親

になることです。

編集・発行

〒926-8611

得し、アジアを中心に海外製造拠点での

12月25日発行

No.196 令和3年（2021）

1月号

ほし な

★

Editor's Note

編集後記
今回の正月休みは、去年より
保育園
だいすき♡

いつも譲ってくれる

T EL.0767-53-1130

FAX.0767-52-0374

もうすぐ
1年生‼

平成27年
7月12日
生まれ

長 男 。空 気を 読 ん
でなだめてくれる長
女。それを当たり前
だと思っているおっ
さ ま！！自 由 人 に

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

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

平成29年
7月21日
生まれ
や たに さき

ほ

イタズラ
だいすき‼

り

き

平成26年
4月13日
生まれ
おうすけ

矢谷咲帆ちゃん（左）律樹くん（中央）桜空くん（右）

育ってます

少し短くなりました。大掃除を終
えて、おせちやお雑 煮を食べて
いるだけであっという間に休み
が終わってしまいそうです。
今年はコロナ禍なので家で過
ご すことが多くなりそうですが、
どこにいても「いつでもマスク」
を心掛けて過ごしましょう。初詣
では、神様に「早くコロナが収束
しますように」とお願いしたいも

（父：昭成／母：倫子）
中島町西谷内

のです。その際も、密にならない
よう、行くタイミングを見計らう
ことをお忘れなく。

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

多言語対応「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。

（櫻井）

