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希望を胸に新しい時代へ

.197 2021
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No

広報ななお

日（日）、 七 尾 市 文 化 ホ ー

ハタチ、
ハレの日を彩る
1月

した。

胸に、大人への一歩を踏み出しま

迎えられた感謝と未来への希望を

意を宣言。新成人たちはこの日を

かい新時代を先導していく」と決

飯井彰智加さんが「困難に立ち向

人式実行委員会の阪森聖未さんと

式典では、新成人を代表して成

達との再会を喜び合いました。

イルス感染症対策を取りながら、友

スクを着用するなど、新型コロナウ

387人が参加。記念撮影以外はマ

ました。新成人466人のうち

ルで令和3年七尾市成人式が行われ
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成人式の様子
の写 真は、市
公 式フェイス
ブックにも掲
載しています。

facebook
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祝

成人おめでとうございます

開催できたことに感謝したい
七尾市成人式実行委員長

寺口

ま

お

舞音さん

新型コロナウイルスの影響で、成人式という、一生に一度の晴れ舞台がなくなってしまう危機
が何度もあったので、何事もなく終えられたことが何よりもうれしかったです。
実行委員長として成人式への思いは人一倍大きく、当日に新成人のみんなが振り袖やスーツ、
袴（はかま）などを着て、感染に気を付けながら笑顔で友達と話したり写真を撮ったりする様子
を見て「あぁ、やっぱり成人式を行えて良かった」と感じました。開催に全面的に協力してくれた
関係者の皆さまや実行委員会メンバーの協力のおかげです。本当にありがとうございました。
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へのご協力をお願いします
～食 事 の 注 意 点～
全国で、新型コロナウイルスにおける飲酒を伴う会食の場でのクラスター（感染者集
団）が多く発生しています。県内でも日々、感染者が増え続けている状況です。新型コロナ
ウイルスの感染拡大を防止するためには、クラスターを発生させないことが重要です。食
事のときは感染対策が緩みやすくなりますが、以下を参考に感染リスクを下げましょう。

市民の皆さまへ
■感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫
●箸やコップは使い回さない

●斜め向かいに座る（正面や真横は避ける）
●会話をするときはマスクを着用
●換気など、ガイドラインを遵守している店を利用する
●体調が悪い人は参加しない

■飲酒するときの注意点
●少人数、短時間で

●なるべく普段一緒にいる人と
●深酒やはしご酒などは控え、適度な酒量で

■全ての場面でこれからも引き続き守ってほしいこと
●マスクの着用、3密の回避、室内の換気
●集まりは少人数、短時間で
●会話は大声を出さず静かに
●共有施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底

お店を経営する皆さまへ
★ガイドラインの遵守にご協力をお願いします

従業員に感染者が出たある飲食店では、ガイドラインを遵守し、窓を開け

るなど換気がされ、客同士の間隔も空けられていたことから、利用客（100人
超え）の中に感染者は出なかったと報告されています。国の「業種別ガイドラ
イン」を参考に、感染予防にご協力をお願いします。

例：感染予防の方法
健康推進課

従業員の体調管理、マスクの着用、席ごとのアクリル板の
効果的な設置、換気を組み合わせた扇風機の利用 など

☎53-3623

※内閣官房ホームページの資料から引用
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新型コロナウイルス感染症対策
～マスクなどの捨て方の注意点～
新 型コロナウイルスやインフルエンザなどの感 染 症に感 染し
た人や 、その 疑 い のある人が家 庭にいる場 合 、鼻 水などが付 着
した マスクや ティッシュを 捨 て るときは 、以 下 の「 ご み の 捨 て
方」に沿って捨てましょう。

ごみの捨て方

1

2

ごみ箱にごみ袋をかぶせ
ます。いっぱいになる前に
早めに②のとおりごみ袋
を縛って封をしましょう。

マスクなどのごみに直接
触れることがないように
しっかり縛ります。

3
ごみを捨てた後は、せっけ
んを使って流水で手をよ
く洗いましょう。

※ 万 一 、ごみが袋 の 外に触
れた場合は、ごみ袋を二重
にして入れてください。

環境省は、使用したマスクやティッシュなどの呼吸器系分泌物が付着したごみは袋に入れ、封をして
からごみ袋に入れて捨てることで、ごみを媒体とした感 染リスクを下げることができるとしています。
「ごみの捨て方」に沿ってごみを出すことが、家族や、ごみを収 集・処理する職員を感染症から守るこ
とにつながります。

「ごみに直接触れない」
「ごみ袋はしっかり縛って封をする」
「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心掛けましょう。
環境課
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☎53-8421

※環境省ホームページの資料から引用

サムライズ

のと鉄道クリスマス列車に乗ろう

金沢武 士団がやってきた

12月3日（木）七尾駅〜穴水駅

12月2日（水）天神山小学校

～一足早いクリスマス気分を味わう～

聖母幼稚園の園児23人と保護者が、のと鉄道が
運行する「クリスマス列車」に乗車し、一足早いク
リスマス気分を味わった。
クリスマス列車は七尾駅から穴水駅間を往復する
コースで、穴水駅手前にある乙ケ崎トンネル内では
イルミネーションが楽しめる。クリスマスツリーや
長靴などで装飾された車内に歓声を上げる園児た
ち。穴水駅ではサンタクロースの姿をした、のと鉄
道の職員に出迎えられ、記念撮影を楽しむなど思い
出に残る列車の旅を満喫した。

～スポーツの楽しさを伝える～

プロバスケットボールチーム金沢武士団の選手が
出前教室を開き、6年生56人が楽しい時間を過ごし
た。出前教室は、子どもたちにスポーツへの関心を
高めてもらおうと、県内の小中学校に向けて行われ
ている。
ドリブルやシュートなどを教わり、うまくできる
ようになろうと一生懸命練習に取り組む児童たち。
最後は選手2人とミニゲームで対戦し、終始笑顔を
見せていた。室屋吉壱君は「プロの選手と一緒にバ
スケができて楽しかった」と喜びを口にした。

ふるさと企業を知る会

飲酒運転大根絶キャンペーン

12月10日（木）七尾東雲高等学校

12月10日（木）七尾市役所前

～地元で働く素晴らしさを学ぶ～
七尾東雲高等学校と能登地域活性化人材確保推進
実行委員会が、「ふるさと企業を知る会」を開催し
た。地元企業の魅力を知り、ふるさとで働くことを
考え、進路選択に生かしてもらおうと企画され、1・
2年生約200人が参加した。
同校の卒業生を中心に26社の若手社員から、仕
事内容や地元で働くことの魅力など、実体験を交え
て説明を聞いた生徒たち。2年生の高僧紗耶香さん
は「いろいろな会社の先輩からアドバイスが聞けて
良かった」と話し、充実した表情を浮かべた。

～飲酒運転を根付かせるな～

12月11日から20日まで行われる年末の交通安
全県民運動を前に、飲酒運転の根絶を呼び掛ける
キャンペーンが行われた。山﨑哲朗七尾警察署長は
「これから飲酒の機会が増える。飲酒運転になると
分かりながら飲酒を勧めることも処罰の対象。多く
の人に啓発したい」とあいさつした。
交通安全協会七尾鹿島支部や交通安全戦隊シル
バーレンジャー隊、七尾市女性ドライバーの会の会
員17人が、運転手に「飲酒運転しないように」と
声を掛け、大根絶にかけて大根100本を手渡した。
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市内で行われた活動やイベントを紹介します

統計功績者への大臣表彰

SDGs(持続可能な開発目標)出前授業

12月18日（金）七尾市役所

12月16日（水）和倉小学校

～国の統計調査を支える～

令和2年度統計功績者経済産業大臣表彰を受賞し
た古屋均 美 さんと舟木弘子さん、2020年農林業セ
ンサス功績者農林水産大臣表彰を受賞した嶽武次さ
んと数左繁さんに、茶谷市長から表彰状が手渡され
た。4人は長年にわたり各統計調査に指導員や調査
員として、業務を正確に遂行したことが評価された。
昭和44年から農林業センサスの調査員や指導員
を務めた嶽さんは「協力していただく皆さんの立場に
なって考えることを心掛けた」と話した。統計調査
は調査員の細かな気配りによって支えられている。

(公社)七尾青年会議所がSDGsの出前授業を行い、
6年生15人が地域のためにできることを考えた。同
会議所は、SDGsへの理解を深め、地域の誇りを高
めてもらおうと、授業のノウハウや資料を小中学校
などに提供する
「SDGs授業支援パッケージ」を構築。
和倉小学校は事業を活用した1例目となった。
まちづくりや歴史・文化、里山里海をテーマに話
し合った児童たち。福田夢來さんは「SDGsへの取り
組みをとおして、和倉の良いところを世界に伝えた
い」と話した。

ウッドデザイン賞を受賞

100歳のお誕生日おめでとうございます

12月25日（金）七尾市役所

12月24日（木）北村病院

～七尾を家具再生のまちに～

中島町で椅子の修繕を専門に行う株式会社エフ
ラボ。木の良さや価値を再発見させる優れた製品や
取り組みなどを表彰するウッドデザイン賞を受賞し、
茶谷市長に報告した。神奈川県にある富士屋ホテル
の改修で、140年前の建築当初からある家具を当時
の製法で修繕するなど、古くなった木製の家具を直
す技術が評価された。
同社の松井正尚代表取締役社長は「取り組みを発
信して職人を七尾に定着させ、家具再生のまちにで
きれば」と目を輝かせた。
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～地域の課題解決が目標達成の第一歩に～
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～小島ちよさん～

埼玉県で生まれ、湊町の小島家に嫁いだちよさん。
6人の子宝に恵まれ、若い頃は造船所で力仕事をし
たり、内職をしたりして家庭を支えた。50歳頃から
自宅で駄菓子店を始め、孫の子守りをしながら80
歳近くまで続け、地域の子どもたちから慕われた。
誕生日には娘3人が病院に駆け付け、一緒に長寿
を祝った。ちよさんは「うれしいです。元気で長生き
したい」と話し、手を合わせて感謝の気持ちを伝え
た。長女の大森弘子さんは「しっかり者で優しい母」
と変わらぬ元気な姿に目を細めた。

七尾鹿島地域安全ニュース

インターネットの危険 から
子どもたちを守ろう！
個人情報の管理は
しっかりと

誰かを傷つける
ことがあります

ネット上で安易に写真
の 投 稿や書き込 みを
すると、個人情報が特
定 さ れる可能 性 が あ
ります。出回った情報
は削除が難しく、多数
の人に知れ渡ります。

ネット上 の 文 字 情 報
だけでは気 持ちが 正
確 に 伝 わ らず、誤 解
を 招 き 思 わ ぬトラブ
ル に なること が あり
ます。

自画撮りによる
被害が増えています
ネット を 通 じ て 知 り
合った人を信用し、自
分の 裸や下着 姿の写
真を 送 信してしまい 、
後日、写真とともに脅
されるなどの 被 害 が
増えています。

親子で話し合い、ルールを作りましょう
●ゲームのやり過ぎ、のめり込みに注意
ゲームにのめり込んで生活リズムが狂い、学校に
行けなくなることがあります。

●ゲーム内のアイテムやデータを売買しない
ゲーム内でアイテムやデータを現実のお金で売ったり買ったりすると、
ゲーム内の規約に違反する可能性や犯罪に巻き込まれる危険性があります。

七尾警察署
七尾鹿島防犯協会
☎53-0110

ながらスマホは
危険がいっぱい！
スマホを操作しながら
歩く・自転車に乗るな
どの「ながらスマホ」
は事故に遭ったり、不
審者に気付かず性犯罪
に巻 き 込 まれ たりす
ることがあります。

困ったときはすぐに相談
ゲーム機やスマホで遊ん
でいるときに困ったこと
やトラブルが起きたら、1
人で悩まず家の人や学校
の先生など、近くの大人
に相談しよう！

●高額請求 ゲームで課金をした結果、高額な利用料を請求されることがあります。

消防だより

女性消防士が活躍中！

七尾鹿島消防本部
消防課
☎53-1015

七尾鹿島消防本部では女性消防士が、男性と同様に火災出
動や救急出動、119番対応、防火指導などのさまざまな仕事
をしていることをご存じでしょうか。
消防士という職業は地域に密着した仕事です。助けを求め
る人の元へいち早く駆け付けることができ、
とてもやりがいがあります。消防士に興味
がある人や進 路に迷っている人など、男女
を問わず、気軽にお問い合わせください。

詳細は七尾鹿島
消防本部ホーム
ページをご確認
ください。

防災マスコットキャラクター

あんしん君

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。

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 2 月14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

市の確定申告会場に
お越しの皆さまへ

■期間
2 月16日㈫〜 3 月15日㈪
※土・日、祝日は休み。 3 月 7
日㈰は受け付けしています。
■場所 本庁 2 階201会議室
■時間 8 ：30〜16：30
■注意事項
・来場の際は、マスクを着用
してください。入場時にアル
コール消毒と検温を実施しま
す。
・医療費控除を受ける際は、領
収書の代わりに医療費控除の
明細書の添付が必要です。医
療費通知をお持ちいただく
と、明細書の記入を簡略化で
きます。
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。

令和 3 年 4 月受診分から
子ども医療費の窓口無料化開始

3 月下旬に郵送する「子ども医
療費受給資格者証」を医療機関の
窓口で提示することにより、窓口
での保険適用分の支払いが無料に
なります。
■対象
市内に住民登録がある 0 歳から
18歳(高校卒業まで)の子ども
※詳細は広報ななお 3 月号に掲載
しますので、ご確認ください。
子育て支援課

☎53-8445

令和 3 年度競争入札参加資格
(建設工事)の主観的事項の
審査資料を受け付けています

■受付期限 2 月26日㈮
■対象
令和 3 ・ 4 年度七尾市競争入札
参加資格審査申請書を提出した
市内Ⅰ・市内Ⅱの建設工事業者
※詳細は市ホームページに掲載し
ています。
七尾市

入札

監理課

検索

☎53-1118

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12月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 21,999世帯 （△ 6)
人 口 51,173人
（△47）
男
24,336人
（△28）
女
26,837人
（△19）
年齢別人口
0 〜 20歳
7,664人
21 〜 64歳 24,164人
65歳〜
19,345人
転入
92人 転出
79人
出生
22人 死亡
84人
婚姻
12件 その他
2人

納税のお知らせ
固定資産税・都市計画税( 4 期)
国民健康保険税( 8 期)
納期限： 3 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

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！

◆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
◆職長教育
◆小型移動式クレーン運転技能講習
◆フォークリフト運転技能講習

5月開催
5月開催
5月開催

★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、22日七尾、3月17日和倉
にて)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！
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市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

ごみのぽい捨て防止PRポスター
優秀作品が決定しました

里山里海に囲まれた自然豊かな
美しいまちに、ごみのぽい捨てが
行われないよう、七尾市快適環境
づくり市民委員会が市内小中学校
からポスターを募集し、優秀作品
が決定しました。入賞した作品は、
ぽい捨て防止看板として市内に設
置されます。
■最優秀賞
【小学校低学年部門】

七尾プレミアム商品券2020の有効期限は 2 月28日㈰です

【市民の皆さまへ】
購入した七尾プレミアム商品券は全て使用
しましたか。商品券には有効期限があります。
使用しなかった商品券の返品や払い戻し、現
金化はできませんのでご注意ください。
■有効期限 2 月28日㈰
【取扱店舗の皆さまへ】
店で受け取った商品券の換金の日程
締め切り日
2 月 9 日㈫
は右のとおりです。 3 月13日㈯以降は
2 月25日㈭
換金できなくなりますのでご注意くだ
3 月12日㈮
さい。
七尾プレミアム商品券2020コールセンター
商工観光課 ☎53-8565

令和 2 年度コミュニティ助成事業
「しぜんを大切に！」
天神山小学校 2 年
枝川 小夜さん
【小学校高学年部門】

「きれいな地球へ」
小丸山小学校 6 年
松原 華乃音さん

(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。宝くじの受託事業収入
を財源として、自主防災組織が行
う地域の防災活動に必要な資機材
などの整備に対し、事業費を助成
するものです。
横見町会地域福祉ネットワー
ク・自主防災組織が宝くじの助成
金で防災倉庫と発電機を整備しま
した。

【中学校部門】

「ぽい捨てなしで
きれいな町にしよう！」
七尾中学校 1 年
出見世 夏光さん
環境課 ☎53-8421

総務課防災対策室

☎53-6880

振込日
3 月15日㈪
3 月30日㈫
4 月16日㈮

☎0120-005-369

オンライン申告はじめませんか

確定申告会場の混雑を緩和する
ため、自宅などからのオンライン
(e-TaX)申告をお勧めしています。
※七尾税務署の申告会場への入場
には「入場整理券」が必要です。
整理券は会場で当日配布するほ
か、国税庁の無料通信アプリ
LINE(ライン)公式アカウントで
事前発行できます。
【マイナンバーカード方式】
■必要なもの
Ⓐインターネットに接続されて
い る パ ソ コ ン と I Cカ ー ド
リーダライタ
Ⓑマイナンバーカードの読み取
りに対応しているスマート
フォン
■申告方法
ⒶまたはⒷを使い、マイナポー
タルサイトや国税庁ホームペー
ジ内の確定申告書等作成コー
ナーで申告書を作成・送信する。
【ID・パスワード方式】
■申告方法
税務署で発行するIDとパスワー
ドを使い、国税庁ホームページ
内の確定申告書等作成コーナー
で申告書を作成・送信する。
※IDとパスワードは、発行する
人の本人確認書類(免許証な
ど)を税務署に提示して発行。
七尾税務署 ☎52-3381(代表)

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。

小さな掛け金･大きな補償
スポーツ安全保険にご加入を

スポーツ安全保険は、アマチュ
アのスポーツや文化・ボランティ
ア活動などを行う 4 人以上の団体
を対象とした、団体活動中や経路
往復中の傷害事故と賠償責任を負
う事故を補償します。
団体員が安心して活動できるよ
うに作られた、営利を目的としな
い互助共済的な補償制度です。万
が一に備えて加入しましょう。
■加入区分・年間掛け金
【子ども】(中学生以下)
・団体活動全般
団体活動のみ
800円
個人活動を含む
1,450円
【大人】(高校生以上)
・文化・ボランティア・地域活
動など
800円
・スポーツ活動(指導などを含む)
64歳以下
1,850円
65歳以上
1,200円
【全年齢】
・危険度の高いスポーツ活動
1 万1,000円
■受付期間
3 月 1 日㈪〜令和 4 年 3 月30日㈬
■保険期間
4 月 1 日㈭〜令和 4 年 3 月31日㈭
※ 4 月 1 日以降の申し込みは、加
入手続き日の翌日から有効です。
スポーツ安全保険

検索

(公財)スポーツ安全協会石川県
支部 ☎076-268-3100

自死遺族交流会(J交流会)

自死遺族の人が寄り添い、互い
に共感することで、心が安らぐ時
を過ごせる場を開催しています。
■日時 3 月 6 日㈯
14：00〜16：00
■場所

金沢市内(会場はご連絡いただい
た際に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
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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)

古

府 1万3,400円〜3万4,000円

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

【七尾地区】

【田鶴浜地区】
【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 2 月19日㈮
都市建築課 ☎53-8429

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 2 月17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

ご存知ですか？建設リサイクル法

〜家屋の解体などに適用されます〜
建設リサイクル法に基づき、再
生資材として利用できる特定の建
設廃棄物(コンクリートや木材、ア
スファルトなど)の分別とリサイクル
を積極的に推進しています。
一般家屋の解体などを行う際
は、業者に適正な分別解体・再資
源化を促すなど、市民の皆さまも
建設リサイクル法の推進にご理解
とご協力をお願いします。
北陸地方建設副産物対策連絡協
議会事務局 ☎025-280-8880

おいしい野菜を作りませんか

市民農園の利用者を募集します。
■対象 市内在住で、野菜や花を
栽培してみたい人
■使用場所
①古府ふれあい農園(古府町)
1 区画の広さ 32㎡
年間使用料 5,000円( 1 区画)
②多根やまびこ農園(多根町)
1 区画の広さ 60㎡
年間使用料 6,000円( 1 区画)
■使用期間
4 月 1 日〜令和4年 3 月31日
■栽培禁止作物 植木、果樹
■募集期間 随時
農林水産課 ☎53-8422

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

国民年金前納割引制度(口座振
替前納)を知っていますか？

国民年金保険料の納付は、口座
振替での前納・早割が便利でお得
です。
令和 3 年度に、 2 年分・1 年分・
6 カ月分の前納を希望する人は、
国民年金保険料口座振替納付(変
更)申 出 書 を 提 出 し て く だ さ い。
当 月 末 振 替(早 割)を 希 望 す る 人
は、随時受け付け可能です。
■申込先
口座振替を行う口座がある金融
機関、年金事務所
■持ち物
基礎年金番号が分かるもの(年
金手帳など)、通帳、金融機関
への届け出印
■申込期限 2 月26日㈮
七尾年金事務所

☎53-6511

エレクトーンとオペラ歌手たち
による午後のコンサート
■日時
■場所

2 月20日㈯
14：30開場 15：30開演
田鶴浜地区コミュニティ
センター ホール

■出演
・ソプラノ
石川 公美
・メゾソプラノ 鳥木 弥生
・テノール
村上 公太
・バリトン
原田 勇雅
・バス
森
雅史
・エレクトーン 清水 のりこ
■演奏予定曲
オペラ「カルメン」よりバハネ
ラ、日本歌謡「早春賦」
「花」、
「ア
ヴェマリア」「マイウェイ」他
■定員 160人
■入場料 2,000円
※全席自由席
■チケット販売窓口
七尾市文化協会(☎53-0596)
鳥木 順子 ☎090-6277-2148

マイナンバーカード
交付申請書の再送付

令 和 2 年12月 か ら 3 月 に か け
て、マイナンバーカード未取得者
にQRコード付きの交付申請書を
国から順次発送しています。
この機会にマイナンバーカード
を取得しませんか。
※次のいずれかに該当する人に
は、別の案内を送付しています。
ご不明な点はお問い合わせくだ
さい。
・令和 2 年10月31日時点で75歳
以上の人
・出生などで、令和 2 年度中に
申請書が添付された個人番号
通知書の送付を受けた人
・中長期在留者など、地方出入
国在留管理局でマイナンバー
カードの交付申請などについ
て周知が行われている人
市民課

☎53-8417

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、七
尾高校女子制服(155cm)、ゴル
フ シ ュ ー ズ(女 性 用22. 5 cm)、
ゴルフハーフセット(女性用)、
システムベッド(パイプ製)
■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)、
七尾東部中学校セカンドバッグ
(赤)、ダイニングテーブル用椅
子( 4 脚)、アコースティックギ
ター
※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

能登和倉万葉の里マラソン2021
中止のお知らせ

例年 3 月に開催している「能登
和倉万葉の里マラソン」は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止となりました。
開催に合わせて実施している、
交通規制やイベント広場の開設も
ありません。
能登和倉万葉の里マラソン大会
組織委員会事務局 ☎53-8424

なないろカフェ

認知症の人やその家族、認知症
のことが気になっている人など、
みんなで集まって認知症のことを
語り合える寄り合いの場です。初
めての人も歓迎です。
■日時 2 月20日㈯
10：00〜11：30
■場所 寄り合い処みそぎ
■テーマ「認知症とくすり」
■講師 日本調剤小丸山薬局
薬剤師 横山 裕俊
■参加費 200円
七尾市地域包括支援センター
☎53-5789

法律相談開催

■開催日
2 月18日㈭、25日㈭
3 月 4 日㈭、11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

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。

長野県飯山市交流情報
レストランかまくら村

豊富な積雪量を誇る飯山市信濃
平地区に、今年も期間限定で「か
まくら」が出現します。
地元食材をふんだんに使った名
物「のろし鍋」をご堪能ください。
■期間 2 月28日㈰まで
■場所 飯山市信濃平地区
※詳細はお問い合わせください。
レストランかまくら村

検索

中小企業退職金共済制度
(中退共)のご案内

中小企業退職金共済制度は、中
小企業で働く従業員のために国が
サポートする退職金制度です。掛
け金の一部を国が助成し、全額非
課税で手数料はかかりません。
パートタイマーの人や家族従業
員も加入でき、転職先でも退職金
引き継げる通算制度があります。
検索

中退共

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

林業退職金共済制度
(林退共)のご案内
(一社)信州いいやま観光局
☎0269-62-3133
(受付は平日 8 ：30 〜 17：15)

作業専門官募集

金沢刑務所で被収容者に対する
作業教育や職業訓練の指導、作業
の安全衛生・企画などの業務に従
事する作業専門官を募集します。
■応募資格
①日本国籍がある人
②国家公務員法第38条に該当し
ない人
③公募職種に関連する職業能力
開発促進法に定める技能士で
ある人
④公募職種に関連する職業訓練
指導員免許を持っている人
■職種・採用人数
洋裁、金属・機械 1 人
■申込期限 3 月31日㈬
※申込方法など、詳細はお問い合
わせください。
金沢刑務所庶務課
☎076-231-4291

林退共は昭和57年に国が作っ
た、林業界で働く人のための退職
金制度です。退職金は雇用事業主
が変わっても企業間で通算され、
従事者が林業界をやめたときに林
退共から退職金が支払われます。
事業主の皆さまには、手帳を所
持している従事者が林業界を引退
するときに、退職金の請求を忘れ
ないよう指導をお願いします。
※詳細は最寄りの支部または本部
にお問い合わせください。
(独)勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎03-6731-2889
林業退職金共済事業石川県支部
(石川県森林組合連合会)
☎076-237-0121

Facebookで
「いいね！」してね。
北陸電力 七尾支店
抽選で５０名さまに
「りくこ」のマスクケース
チェック !! をプレゼント!!
【お問合せ先】
北陸電力㈱七尾支店総務担当
☎ 0767-53-0203
（平日9：00～17：00）

環境アセスメント縦覧情報

手続き中の大型風力発電事業の
縦覧情報をお知らせしています。
期間や場所など、詳細は市ホーム
ページでご確認ください。
七尾市環境アセスメント

環境課

☎53-8421

生活を豊かに！
暮らしに役立つふろしき講習会

脱プラスチックが課題となる
中、何度もいろいろなものに使え
るふろしきは、エコで優れた日本
文化の一つです。かわいいバッグ
やティッシュボックスカバーに変
身でき、一升瓶や大きなボールな
ども包むことができます。ふろし
きの知恵を学び生活を豊かにしま
せんか。
■日時 2 月17日㈬ 14：00 〜
■場所
のと里山里海ミュージアム
■定員 20人(先着順)
■講師 ふろしき研究会会員
森山 典子
■申込方法 電話
■費用
無料(ふろしき 1 枚プレゼント)

ふろしきティッシュカバー

七尾市快適環境づくり市民委員
会(環境課内) ☎53-8421

で
「七尾プレミアム商品券」を使うと
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
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検索

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

2月19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

2月15日（月）
13:00 〜 15:00
3月 1日（月）
毎月第１、３水曜日
13:00 〜 15:00
毎月第２、４水曜日
10:00 〜 12:00
2月22日（月）
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

2月26日（金）
13:00 〜 15:30
3月12日（金）
2月22日（月）
13:30 〜 16:00
3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

＠ワークパル七尾

8:30 〜 17:15

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計

《構造計算専門店》

スマートフォン講習
まで

年にᵐ回のビッグイベント

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

ふれあい市

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】

能登島の建築屋さんブログ

人気落語
七尾市出身

落語家

月亭 方気
七尾市シルバー人材センター
七尾市小島町西部番 ℡：

♥48回目♥
★

本気で何かを成し遂げたい、そう思った時
壁にぶつかって立ち止まる人、迷っている人
乗り越えようとする人、諦めて引き返す人
本気とは逃げ道の退路を断つという事
中途半端なら最後は逃げ道をたどってしまう
全ての退路を断った時、人は本気になれる

㈱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

16

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）

2月11日
（木・祝）

マツモト歯科医院
☎53-4180
御祓町

あおぞら薬局万行店
FAX52-8932
万行町

2月14日
（日）

室木歯科口腔外科医院
☎66-0489
中島町浜田

2月21日
（日）

小児休日当番医

休日在宅当番医
9：00 〜 12：00

岡田胃腸科外科クリニック

診療科目

9：00 〜 12：00

(七尾市･中能登町･羽咋郡市)

内科・外科・
公立能登総合病院
胃腸科

☎53-7211

万行町

桑原母と子クリニック ☎52-4103

国分町

産婦人科

よつば薬局
FAX74-2201
中能登町良川

国下整形外科医院

☎54-0131

大和町

整形外科

森クリニック

☎54-8688

国分町

とよはら歯科医院
☎53-1075
塗師町

みそぎ薬局
FAX52-8281
小島町

荒井皮ふ科クリニック ☎53-0134

神明町

2月23日
（火・祝）

さき川歯科医院
☎68-3838
田鶴浜町

2月28日
（日）

3月7日
（日）

☎52-6611
藤橋町

公立羽咋病院
☎0767-22-1220
内科・胃腸外科・
羽咋市的場町
肛門外科
皮膚科

安田医院

☎72-2027 中能登町能登部下

内科

さくら薬局七尾店
FAX52-9381
小丸山台

岡部内科クリニック

☎52-3007

本府中町

内科

村田医院

☎66-0017

中島町上町

田鶴浜歯科医院
☎68-6101
田鶴浜町

あさひ薬局
FAX57-1293
千野町

八野田整形外科医院

☎54-0811

藤橋町

木山歯科医院
☎66-1878
中島町浜田

あおぞら薬局石崎店
FAX62-3912
石崎町

内科・眼科

恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町
志賀クリニック
☎0767-32-5307
志賀町高浜町

整形外科

かじ内科クリニック

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

円山病院

☎52-3400

府中町

内科

山﨑医院

☎62-2209

石崎町

内科

消化器内科

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。
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。

☎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⏎

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/

見積もりは無料!! 気軽に相談願います。

スタッフ募集中!!
能登・七尾から
石川県七尾市桜町10 営業月曜日～土曜日9時～17時
いろんな元気を発信中
！
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

17

七尾ごころ 2021.2

七尾・鍛冶町
石川をもっと楽しく・面白くする地域情報誌

魅力
見る

ゾーンマガジン

企画・
製本と
広報誌
を取り

RE

A

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。

その他生活上のお困りごとなど

crowdfunding

A D E SI N

G

健康推進課

クラウドファンディング

未 来をデザイン！ひとりの夢みんながつなぐ。
ZOUNクラウドファンディング

https://zoun.jp/

॑

https://zoun.en-jine.com/

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

Dp
Dp

daiichipri

84-1175
Information

イベ ン ト 情 報
84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175
5/23
まで

「探求と創作」

本展ではガラスの性質に焦点を当
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ご紹介し
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
blooming ／姜旻杏／ 2015年
(入館は16：00まで)
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
2月16日(火)

●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〜
会 場：会議室
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

2/14
まで

「お茶のお道具」
「花咲く美術」
66-2323

当館所蔵品から、2テーマで計
73点の作品を紹介している本
展。「お茶のお道具」では池田
コレクションを中心に茶道美術
品など43点、「花咲く美術」で
は花にちなんだ絵画や工芸作品
など30点を展示しています。会
期も残すところあとわずかです
ので、くれぐれもお見逃しなく。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料

■休 館 日

2月14日(日)まで
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
2月8日(月)、12日(金)

第10回里山里海講座
「発酵食品の話＆味噌作り体験」

発酵食品の「味噌」がテーマ
です。うま味を引き出し、栄
養価や保存性を高め、腸内環
境を整える発酵の効果を紹介
します。手軽にできる味噌作
り体験もあります。
■日 時
■講 師
■参加費
■定 員
■持ち物

2月21日(日) 14：00〜16：00
小山屋醤油店 女将 小山順子さん
1,000円(味噌2kg分の材料代)
10組(申し込みは2月14日まで)
※小学生以下は保護者同伴
エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器(約3リットル)

●地域学講座「歴史を学ぶ 史料を読む」
日時： 2月20日(土) 13：30〜15：00
参加費無料、定員15人(申し込みは2月13日まで)、鉛筆とくずし
字辞典を持参
●令和3年度ミュージアムボランティア説明会
日時：①2月20日(土) 14：00〜16：00
②2月21日(日) 10：00〜12：00
※両日とも申し込みは2月14日まで

七尾市指定文化財「山水図」
長谷川信春(等伯)
石川県七尾美術館蔵

84-1175

84-1271

※2月15日(月)〜26日(金)は、館内整備のため休館します。
※2月27日(土)からは、所蔵品展「太陽と月」「里山里海」の開催
53-1500
を予定しています。

☎57-5100
2/21

84-1271

☎66-2323
66-2323
お知
らせ

劇場見学

能登演劇堂では劇場の見学を行っています。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

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。

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

七尾市議会定例会３月会議を
生中継します。
生中継
します。
※通常の番組を変更して放送します。
3月 1日(月)
8日(月)
9日(火)
10日(水)
22日(月)

10：00 〜
10：00 〜
10：00 〜
10：00 〜
14：00 〜

提案理由説明
代表質問
一般質問
一般質問
採決ほか

23日はななお家読の日
検索

七尾市立図書館

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

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報
車中泊入門

〜車中泊を上手に使えば生活いきいき〜
武内

隆

著 《山と渓谷社》

著者の体験から、車を上手に使った「車中泊旅行」
の楽しみ方を解説した本。車中泊をしながら全
国のご当地の食べ物や風景、温泉などを楽しむ
のはいかがでしょうか。非常時の地震や水害な
どの災害に役立つ情報も掲載しています。

きみはどこからやってきた？

ニコニコちゃんねるの放送内容

〜宇宙誕生からはじまるいのちのものがたり〜

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。

【放送時間】6時、8時、11時、18時、21時
加入の申し込みは
番組リクエストは

☎53-8699(平日8：30 〜 17：00)
☎53-1130(平日9：00 〜 14：00)

【今月のニコニコちゃんねる】

2月8日(月)〜14日(日)
令和3年七尾市成人式(再放送)
15日(月)〜21日(日)
市政講座「フレイル予防で、いつまでも元気に過ごそう」
22日(月)〜28日(日)
なかじまプロジェクト市民公開講座【前編】
3月1日(月)〜7日(日)
なかじまプロジェクト市民公開講座【後編】
※収録の都合により一部再放送します。
※都合により放送内容は変更になる場合があります。

無 料 法 律 相 談 会
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。

日時:２月20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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フィリップ・バンティング

作 《角川書店》

ビッグバンから今日までの138億年にわたる
偉大な歴史の物語。
「自分はどうしてここに
いるの？」と子どもから質問があったらぜひ
この絵本を。大人が読んでもわくわくします。

図書館からのお知らせ

○ひなまつり工作

日
時：2月23日(火・祝) 11：00〜、
14：00〜
場
所：市立図書館
対
象：幼児から小学生まで
申込期限：2月15日（月） ※各回とも先着５組

○おはなしボランティア養成講座

日
時：2月28日(日) 13：30〜
場
所：フォーラム七尾 中ホール
対
象：おはなしボランティアに関心がある人
申込期間：2月7日（日）〜24日（水） ※先着20人

※新型コロナウイルスの感染状況により、今後の予定が変更になる
場合があります。

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
山口

しょうた

翔太さん

26歳

編集・発行

〒926-8611

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

◆仕事は？
山口水産で、能登かきの生産・販売を
しています。シーズン中は休みがなく、
毎日漁に出て大変ですが、お客さんが能
登かきをおいしく食べている光景を見る
とやりがいを感じます。
◆趣味は？
ゴルフと読書です。ゴルフは、所属し
ている経営者団体の先輩方に連れていっ
てもらい、たくさんの人と出会うことが
できるので楽しいです。本を読むように
なったのは社会人になってからです。本
には素晴らしい力があるので、学生時代、
周りの大人が「本を読め」と言っていた
意味が分かった気がします。
◆理想の人は？
社長である父です。これま
で数えきれないほどの自然災
害を乗り越えてきたからです。
私も誰かの理想の人になれる
ように頑張ります。
◆七尾の好きなところは？
自然が豊かなところです。
豊かな里山里海があるからこ
そ、質の良い能登かきを生産
することができます。夏は、
マリンスポーツが楽しめるな
ど田舎ならではの魅力があり
ます。
◆将来の夢は？
能登かきといえば山口水産
と言ってもらえることです。
山口水産のことを広く知って
もらうため、インスタグラム
で情報を発信しています。ぜ
ひ見てください。
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一緒にいるとけん
か もするけど、最
後は二人仲良く遊

いっぱい
跳ぶよ！
ジャンプ
ジャンプ♪

踏切で
わくわく！
カンカン（電車）
来ないかな♪

ぶ 堅 斗 と 結 斗♪
とーちゃん 、か ー
ちゃんは二人の笑

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

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

顔が大好きだよ♡

しかし、この日だけはコロナを吹
き飛ばすくらいの幸せな時間が
流れたのではないでしょうか。こ
の日のために用意した振り袖や
スーツ、はかまに身を包み、久し
ぶ りに 友 達 と再 会した 新 成 人 。
大 人っぽく凛々しい中にもあど
けない笑顔が印象的でした。
こ れ か らは 今 ま で お 世 話 に
なった人たちへの感謝を忘れず、

むろ

き

ゆい と

夢に向かって大人への第一歩を

けん と

室木 結斗くん（左） 堅斗くん（右） （父：勇二／母：千明）中島町塩津

歩んでほしいです。がんばれ！新
成人。

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。

（青木）

