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世界農業遺産
「能登の里山里海」
平成 年 月に﹁能登の里山里海﹂が世界農業遺産に認定され︑今
年で 周年を迎えました︒七尾は豊かな自然に恵まれ︑多くの生き物
が生息・生育しています︒
その一方で︑開発行為や外来種の持ち込みなど︑人為的な要因で絶
滅の危機に瀕している生き物がいます︒今回は︑そんな生き物の絶滅
危険度を評価した﹁七尾市版レッドリスト 2020
﹂をもとに希少な野
生動植物を一部紹介します︒

シャープゲンゴロウ
モドキ
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池沼や水田などが生息地。一
時期絶滅を疑われていたほど
数が少ない。日本の固有種で、
写真：石川県ふれあい昆虫館提供

周年
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種の保存法で保護されている。
絶滅危惧Ⅱ類

オオゴキブリ
森林の朽木内部に住むゴキ
ブリ。害虫とされるゴキブリと
異なり、森林の減少と共に数を
減らしている。

絶滅危惧Ⅱ類

ヒナカマキリ
成虫になってもはねが無く、
体長2ｃｍ程度と日本最小の
カマキリ。森林で落ち葉の隙間
を走り回り小さな虫を食べる。

準絶滅危惧

七尾市版レッドリストとは

ガムシ

絶滅の恐れのある野生動植
物のリストで、市内のさま
ざまな野生動植物の絶滅危
険 度 を 評 価 し 、植 物 編・鳥
編・昆虫編としてまとめた
ものです。詳細は二次元コードを読み取り、
市ホームページをご覧ください。

水草や水中の有機物を食べ
る水生昆虫。ゲンゴロウに似て
いるが比較的泳ぎは苦手。生息
環境の悪化で数を減らしてい
る。

絶滅危険度
内

カテゴリー

容

絶滅

すでに絶滅したと考えられる種

野生絶滅

飼育・栽培下でのみ存続する種

絶滅危惧Ⅰ類

絶滅の危機に直面している種

絶滅危惧ⅠＡ類

ごく近い将来、絶滅の危険性が極めて高い種

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧ⅠＡ類ほどではないが、近い将来、絶滅の危険性が極めて高い種

絶滅危惧Ⅱ類

絶滅の危機が迫っている種

純絶滅危惧

現時点の絶滅危険度は高くないが、環境の変化によっては絶滅危惧になる可能性がある種

情報不足

評価するだけの情報が不足している種
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鳥

お願い

植物

絶滅危惧ⅠＡ類

絶滅危惧Ⅰ類

コウノトリ

イワダイゲキ

赤ちゃんを運ぶ鳥と呼ばれ、
国の特別天然記念物。湿地や
水田などに生息する。今年、
市内で巣づくりをし、6羽が
渡来した。

波のかぶる岩場で生育する
北限の海浜植物。生育場所が
減少してきていたが、令和元
年の離島でのフロラ調査で、
新しい生育地が確認できた。

絶滅危惧ⅠＢ類

絶滅危惧Ⅱ類

クロツラヘラサギ

ミヤマノコギリシダ

トキの仲間。湖沼や湿地、
水田などに生息する。平成8
年には日本初の巣づくりが田
鶴浜野鳥公園で確認された。

以前の市調査記録には確認
できなったが、令和元年に七
尾湾周辺のスギ林内の数カ所
で確認。北限の暖地系シダが
増えてきている。

絶滅危惧ⅠＢ類

準絶滅危惧

クマタカ

サクラバハンノキ

タカの中でも巨大なタカ。
全長は約75cm。令和元年に
七尾城山北側で初めて、石川
県の北限として巣立ちに成功
した。

40年前には市内で確認でき
なかったが、近年、市内の湿
地には、サクラバハンノキの
幼木や雑種が多く見られるよ
うになってきた。

生き物を守ることが自然界の生態系を守り、能登の里山里海の保全につ

ながります。もし、絶滅危険度に該当する生き物を見つけた場合は、むやみ
に捕まえたり驚かせたりせず、生き物に配慮した対応をお願いします。

のと里山里海ミュージアムからのお知らせ
七尾の絶滅危惧種の現状を紹介し、身近な生き物を知ることで

身の回りの生態系や自然環境を学ぶことができる、企画展「知ろう
探そう七尾の生き物」を9月20日(月・祝)まで行っています。

8月のイベント情報を今月号18ページに掲載しています。詳細は

当館ホームページをご覧ください。

七尾市国分町イ部1番地 能登歴史公園(国分寺地区)内

問 ☎57-5100
問 ☎57-5100
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のと里山里海
ミュージアム
ホームページ

見守

8 月から

りシ

ール

認知症の人を見守る

見守りシールを導入しました

見守りシールとは、認知症で行方不明になる心配がある人の衣服などに貼り付けるシールです。
発見者がシールの二次元コードをスマートフォンで読み取ると「どこシル伝言板」が表示され、
その人の特徴や保護時に注意することなどが確認できます。同時に家族へ発見メールが送信され、
伝言板を介して家族と連絡を取り合うことができ、早期発見に役立てます。

【シールを付けた人を見掛けたら】
正面からゆっくりと近づき、「どうさ
れましたか？」
「お手伝いすることはあり
ませんか？」などと優しく声を掛けてく
ださい。
道に迷っていたり、困っていたり、不
安な様子がある場合は、スマートフォン
などでシールの「二次元コード」を読み
取り、発見情報を入力するなどして、伝
言板を介して家族と連絡を取ってくださ
い。

認知症があっても
安心して暮らせる
まちを目指して

地域の皆さんへ

認知症で行方不明になる
心配がある人のご家族へ
【見守りシールの対象者】
市内に住所がある在宅生活の人で、徘
徊など行方不明になる心配がある人
（「認知症高齢者等SOSネットワーク事
業※」に事前登録が必要です）
※対象者の名前や特徴、写真などの情報をあ
らかじめ登録しておくことで、捜索時の早
期発見に役立てる事業です。
【申請者】本人または家族など
【配布物】二次元コード付き見守りシール 30 枚

対応に困った場合は、高齢者支援課または、

【費 用】無料

七尾警察署にご相談ください。

【登録に必要なこと】
発見時に通知を受けるメールアドレス
（迎えに行くことが可能な人）

高齢者支援課
七尾警察署

☎53-8463
☎53-0110

ななお
認知症
ほっとけん

【申請場所】
高齢者支援課（パトリア３階） ☎53-8463

なな

◆貼り付け例◆

二次元コードを読み取ると
利用方法が視聴できます

個人情報は
表示されません

何かお困りの様子…
衣服の二次元コードに
アクセスしてみよう

洋服などに専用の
二次元コードラベルを
貼り付けておく

二次元
コード

この画面は保護者と
発見者のみが
見ることができます

24

365

時間
日
素早く連絡が取れる！

伝言板でやりとりするため、
氏名や住所、連絡先の記載は
不要。個人情報の漏えいの
心配はありません。

問 高齢者支援課 ☎53-8463

七尾ごころ
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宿泊をお得にゲットして、
未来の
事業者を応援しよ
おの宿泊
う！
な
な
宿泊業応援あと泊デジタルプレミアム券発行事業

応援宿泊
新型コロナウイルスの感染拡大により、特に大きな打撃を受けている宿泊事業者の経営を支
援するため、未来の宿泊に使えるデジタルプレミアム券（宿泊クーポン）を販売しています。

1枚 7,500円 →

5,000円で販売

※1人10枚まで

市内の対象施設での宿泊にご利用いただけます（日帰りの飲食代金にも利用可能）
※窓口で一括精算できないもの、キャンセル料は対象外です。
※返金・おつり不可となりますのでご注意ください。

利用対象施設
利用できる市内の対象施設は市ホームページからご確認ください。
ななお応援宿泊クーポン

検索

販売期間
令和3年12月29日（水）まで ※販売総額上限に達し次第終了
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により購入可能地域に制限をかける場合があります。
最新の情報は市ホームページで随時更新しますのでご確認ください。

利用期間
令和３年９月から令和４年２月まで（６カ月間）

購入方法
こちらの専用WEBサイトからお申し込みください。
詳細は随時、市ホームページでお知らせしますのでご確認ください。

専用WEBサイト

問い合わせ先
七尾市デジタルプレミアム券事務局
☎076-293-6841 受付時間 9:30〜17:30（土・日、祝日および12/30〜1/3を除く）
問 交流推進課 ☎53-8424
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新型コロナワクチン接種のお知らせ
8月9日（月）から、50歳代の予約を開始します。その後、40歳代以下の予約開始を予定しています。
※予約状況などにより、予約開始日が変更になる場合があります。

【基礎疾患があり、七尾市・中能登町以外の医療機関に通院している人が、七尾市で接種を希望する場合】
【予約方法】
①矢田郷地区コミュニティセンター（特設会場）での接種
・WEBまたはLINEから予約
・コールセンターに電話予約
②市内の医療機関での接種
クーポン券（接種券）に同封のチラシ裏面「③基礎疾患なし」の医療機関で
予約できます。

予約専用
WEBサイト

LINE
予約ページ

※詳細は、クーポン券（接種券）に同封のチラシ「新型コロナワクチン接種のご案内」でご確認ください。

【矢田郷地区コミュニティセンター（特設会場）での接種日程】
1回目

2回目

8月 7日（土）

8月28日（土）

8月 8日（日・祝）

8月29日（日）

※接種時間は、予約時にご確認ください。
※上記日程で予約が埋まっている場合は、健康推進課までご連絡ください。

【住民票が七尾市にある人で、市外で接種を希望する場合】
接種予約時に「住所地外接種届出済証」が必要となりますので、
「コロナワクチンナビ」からの申請、または接種を希望する市町村にお問い合わせください。
コロナワクチンナビ
二次元コード

「いしかわ県民ワクチン接種センター」へのシャトルバスを運行しています
運行期間：9月25日（土）まで
対象者：上記期間に接種する人 ※ご自身で接種予約が必要です
接種場所：いしかわ県民ワクチン接種センター（石川県産業展示館４号館）
発着場所：七尾市役所⇔いしかわ県民ワクチン接種センター
申込方法：接種日（乗車日）の３日前までにコールセンターに申し込み
※対象年齢やシャトルバスの発着時間などの詳細は、市ホームページでご確認ください。

市ホームページ

問い合わせ先

接種・予約に
関すること
副反応に
関すること

健康推進課

七尾市・中能登町 新型コロナウイルス専用コールセンター

☎0120-540-303

受付時間 10：00〜18：00（土・日、祝日含む）

石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター
☎0120-540-004

受付時間

9：00〜21：00（土・日、祝日含む）

☎53-3623
七尾ごころ
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して！

はじめま

新 任 の 地 域お こ し 協 力 隊 員 で す

令和 3 年 6 月 1 日から田鶴浜地区と崎山地区に着任しました。

東京では、商店街の活性化を考える機関のボランティアや、子
ども食堂のボランティアなどをしていました。地域がより良くなる
ためのまちづくりに関わることが好きで、地域おこし協力隊員に応
募しました。建築関連の仕事をしていたこともあり、建具やものづ
くりに関心があったので、田鶴浜地区を選びました。
田鶴浜地区は、歴史ある寺院や神社、七尾西湾を一望できる展
望台、野鳥公園や名水百選に選ばれた御手洗池などパワースポット
のような場所が多いと感じました。
今後は、田鶴浜地区地域づくり協議会で進める田鶴浜歴史重要
人物のガイドブック制作に関わりながら、建具職人の技術に触れる
教室、実習体験などの企画を提案できたらいいなと思っています。

名前：林田

創太（36）

担当地区：田鶴浜地区
出身地：東京都

自然の風景を眺めるのも好きなので、田鶴浜の景観の良さをイン
ターネットで情報を発信していきたいです。
田鶴浜が新しい民芸の町のように発展できればという思いで活
動しています。皆さんよろしくお願いします。

自然や歴史・文化があって、程よく都会で程よく田舎な場所を
探していたところ、七尾市で地域おこし協力隊の募集があることを
知り、応募しました。海を臨む自然豊かな崎山地区に魅せられ「面
接に落ちても住みたい」と思っていたので、受かったときはとても
うれしかったです。
13歳から38歳までは僧侶として働きながら、塾講師や家庭教師
をしていました。その後は、林業や八百屋、聴覚言語障害者を支援
する施設の職員などいろいろな職に就きました。
崎山地区は、朝日や夕日、立山連峰を臨むことができる海があ
り、先人たちが培ってきた伝統や文化が残るすばらしい場所です。
今後は、移住促進を目的とした空き家の利活用、宿泊施設の開
業、「崎山いちご」の栽培や農林漁業の活性化、心の拠り所となる
「駆け込み寺」のような場所づくりや買い物支援など、やりたいこ
とはたくさんあります。地域の皆さんに「受け入れて良かった」と
感じてもらえるように貢献したいです。
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名前：橋本

あきら

聡（48）

担当地区：崎山地区
出身地：兵庫県

元理容師の佐藤さん84歳で現役復帰

七尾幼稚園「花の日」の訪問による交通安全教室

●6月28日（月） 高齢者複合施設 ローレルハイツ恵寿

●6月11日（金）七尾警察署

ローレルハイツ恵寿に入居する元理容師の佐藤
常久さんが、コロナ禍で散髪に行けず困っている入
居者のため、施設内で理髪サービスを始めた。
2年前、体力の低下を理由に輪島市で64年間続け
た理髪店を閉め、同施設に入居した佐藤さん。5月
に新型コロナウイルスの感染が拡大し、外部からの
出張理髪サービスが停止。施設長から依頼され、現
役復帰を決意した。愛用のはさみで丁寧に髪を切る
佐藤さんは「自分のやりがいにもつながる。できる
限り、続けたい」と意欲を見せた。

七尾幼稚園の園児18人は七尾警察署を訪れ、キ
リスト教の「花の日」にちなんで警察署長ら署員に
花束を手渡した。園児は「いつも守ってくれてあり
がとうございます」と声を合せ感謝の気持ちを元気
いっぱいに伝えた。
その場で紙芝居による交通安全教室も開かれ、舟
山修署長は「今日の感謝の気持ちを忘れずに、元気
に過ごしてください」と話した。署からは、反射材
のキーホルダーや交通安全啓発の冊子などを園児に
贈った。

田んぼの生き物調査

自転車安全教室

●6月30日（水）矢田町農業用水路

●6月29日（火）東湊小学校

天神山小学校の6年生42人が、石川県土地改良事
業団体連合会の石黒徳広さんの指導の下、農業用水
路に生息している生き物を観察し、命のつながりを
学んだ。「能登の里山里海」に住む生き物を観察し
理解を深めるため、七尾市里山里海協議会が開催し
た。
「ザリガニ捕まえた」「ドジョウ長い」とうれしそ
うな声を上げる児童たち。纐纈大我君は「みんなと
協力し、捕まえることができて達成感があった」と
話した。

例年実施する自転車安全教室に、初めて七尾自動
車学校の出前講座を活用し、5、6年生59人が交通
ルールについて学んだ。今回コロナ禍で密を避ける
ために学年を分散して行い、自転車の使用機会が増
える夏休みを前にPTAの育成委員会が開催した。
自転車シミュレーターを体験した5年生の野村謙
斗くんは「難しかったけど、おもしろかった」と、
6年生の山本果奈さんは「学んだことを活かしたい」
と話した。児童は左側通行やヘルメット着用など、
ルールを守ることが事故防止になると実感した。

～入居者のために頑張る～

～身の回りの生き物を知る～

～いつも守ってくれてありがとう～

～交通事故に気を付けよう～

七尾ごころ
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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

万引きは「しない」
「させない」
「見逃さない」
万引きは「自分に関係がない」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。万引きの被
害が多くなると、被害に遭ったお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、お店で不審な
行動をしている人を見掛けたら、店員に知らせるなどし、
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、お出掛けや帰省の際の注意 !

・旅行などで留守にする場合は、高層階の窓や小さな窓までしっかりと鍵を掛けましょう。

・特に長期間留守にする場合は、郵便物や新聞がたまらないよう気を付けましょう。
・近所で留守の状況をお互いに把握し、地域の目で泥棒を撃退しましょう。
・車は鍵を掛け、荷物は車内に残さないようにしましょう。

・観光地などでの人混みの中では、
「すり」に気を付けましょう。

消防だより

七尾鹿島消防本部

☎53-0119

熱中症に注意しましょう

熱中症の予防には、水分補給と暑さを避けることが大切です。
こまめに水分を取っていますか？

のどの渇きを感じない
夜中にトイレに行くのが面倒だ

高齢者は、加齢によりのどの渇きに対す
る感覚が鈍くなります。このため、のど
の渇きを感じなくてもこまめに水分補給
をする必要があります。

エアコンを上手に使っていますか？
エアコンは体が冷えるから嫌だ
エアコンなどは使えない

エアコンや扇風機は、温湿度設定に気を付けたり、体に
直接当たらないよう風向きを調整することで、体が冷え
過ぎず、快適に使用できます。これらが使えない場合、シャ
ワーや冷たいタオルでも、体を冷やす効果があります。

熱中症患者のおよそ半数は高齢者(65歳以上)です。
暑さに強いから大丈夫？

暑さをあまり感じない
汗をあまりかかない

高齢者は、暑さに対する感覚が鈍くなり、発汗など体か
ら熱を逃がす機能も低下します。暑い日は無理をしない
で、室内に温度計を置き、温度の上がり過ぎに注意しま
しょう。
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部屋の中なら大丈夫？
部屋の中では熱中症対策をしていない
夜は特に注意していない
熱中症は、室内や夜間でも多く発生しています。すだれ
やカーテンで直射日光を遮る、喚気をして屋外の涼しい
空気を入れ、必要に応じてエアコンを使用するなど、部
屋に熱がこもらないように心掛けましょう。

七尾市競争入札参加資格審
査申請(工事・業務・物品)

令和 3 ・ 4 年度七尾市競争入札
参加資格審査申請(第 2 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

マイナンバーカード
受け取り専用の休日窓口を
開設します

マイナンバーカード交付申請を
行った後、受け取りに来庁されて
いない人を対象に、休日窓口を設
けます。
※事前に電話予約が必要です。
■日時 8 月15日㈰、29日㈰
9 ：00〜12：00
■場所 ミナ.クル 2 階 市民課
■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

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。

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

令和 4 年七尾市成人式

進学や就職などで市外に転出し
た人で、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 4 年 1 月 9 日㈰ 10：30〜
■場所
七尾市文化ホール
(旧七尾サンライフプラザ)
■対象
平成13年 4 月 2 日から平成14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

七尾市成人式実行委員募集

■対象
令和 4 年七尾市成人式の参加対
象になる人(平成13年 4 月 2 日か
ら平成14年 4 月 1 日生まれの人)
■内容
式典の進行、記念行事の企画運
営など
■募集人数 15人程度
スポーツ・文化課 ☎53-3661

市の人口
令和 3 年 6 月30日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世 帯 21,976世帯 （△31)
人 口 50,608人
（△93）
男
24,071人
（△33）
女
26,537人
（△60）
年齢別人口
0 〜 20歳
7,492人
21 〜 64歳 23,815人
65歳〜
19,301人
転入
73人
転出 104人
出生
13人
死亡 75人
婚姻
10件

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13日㈮
七尾市役所本庁舎前
9 ：45 〜 16：00
※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

七尾市本府中町ハ部28-1
（七尾市役所向い ホテルルートイン前）

検索

市のシンボル
菜の花

松

カモメ

ハチメ

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。

高齢者用肺炎球菌ワクチンの
定期予防接種

対象者には接種券を送付します。
新型コロナウイルス感染症の状況
により、今後開始時期を延期する
可能性があります。
■期間 8 月16日㈪〜
令和 4 年 3 月31日㈭
■対象
七尾市に住民票がある人で、次
のいずれかに該当し、接種を希
望される人。
※過去に接種されたことがある
人は対象外です。
① 令 和 3 年 度 に65・70・75・
80・85・90・95・100歳 に な
る人
②60歳以上65歳未満の人で、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を有す
る人
■費用 2,300円
(生活保護世帯は無料)
健康推進課 ☎53-3624

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健康保険証
②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。
■提出期日 8 月31日㈫
子育て支援課
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☎53-8445

目の不自由な方の生活訓練

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

能登和倉国際女子オープン
テニス2021中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、 9 月26日㈰から10
月 3 日㈰に予定されていた能登和
倉国際女子オープンテニス2021と
関連イベントは全て中止となりま
した。
交流推進課 ☎53-8424

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

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。
■提出期限
8 月12日㈭〜 9 月13日㈪
【特別児童扶養手当とは】
20歳未満の障害がある児童を家庭
で監護している父母などに支給。
【障害児福祉手当とは】
日常生活で常時介護を必要とす
る、在宅の20歳未満の人に支給。
【特別障害者手当とは】
日常生活で常時特別な介護を必要
とする、在宅の20歳以上の人に支
給。
【福祉手当とは】
従来の福祉手当の受給者で、特別
障害者手当の支給要件に該当せ
ず、障害基礎年金も支給されない
人に支給。現在は新規認定を行っ
ていません。
福祉課 ☎53-8464

マイナンバーカード
臨時申請窓口を開設します

買い物ついでにマイナンバー
カードの申請ができます。申請に必
要な顔写真の撮影を無料で行いま
す。必要なものは特にありません。
■日時
8 月 6 日㈮、 8 日(日・祝)
9 ：30〜13：00
■場所
業務用スーパー和倉店(光陽台)
■申請できる人
七尾市に住民登録があり、まだ
申請していない人
市民課 ☎53-8417

農地の草刈りをお願いします

雑草が生い茂り、放置された農
地は病害虫の発生源となり、周辺
の作物や住民の生活に悪影響をお
よぼします。また、ごみの不法投
棄や有害鳥獣の隠れ場所になるな
ど、周辺の環境を悪化させる恐れ
があります。
日頃から定期的に草刈りをする
など適正な管理をお願いします。
適正な管理がされていない場合、
所有者や相続人に対して、農業委
員や農地利用最適化推進委員が指
導を行う場合がありますので、ご
理解とご協力をお願いします。
農業委員会事務局 ☎53-8440

目の不自由な方の福祉相談会

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16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 9 日㈭
福祉課 ☎53-8464

特定健診・がん検診の日程

8月

身体の状態を教えてくれる特定健診は、治療中の人も対象です。市内医療機関では特定健診のみ、11月30日
まで受診できます。ただし、新型コロナワクチン接種の実施による混雑などを避けるため、受付開始日が医療
機関ごとで異なります。受診される際は医療機関にご確認ください。
会場ではがん検診も実施していますが、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へ投函してお申し込みください。(がん検診票と予約票は、検診日の 3 〜 4
日前ごろに届きます)
集団会場で特定健診のみを希望する人は、午後からがお勧めです。
※特定健診は午前10時30分に受付が終了します。
検診日
会
場
受付時間
特定健診 胃 大腸 肺 前立腺 乳 子宮
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
11日㈬ 矢田郷地区コミュニティセンター
13：00〜14：00 ●
●
●
●
●
矢田郷地区コミュニティセンター
21日㈯
8：30〜10：00
●
●
●
●
●
(がん検診のみ)
23日㈪ 田鶴浜地区コミュニティセンター
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
27日㈮ 中島文化センター (能登演劇堂)
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
2 日㈭ 矢田郷地区コミュニティセンター
8：30〜10：00 ●
●
●
●
●
田鶴浜地区コミュニティセンター
5 日㈰
8：30〜10：00 ●
●
● ●
●
●
(女性)(託児あり※)
8 日㈬ 矢田郷地区コミュニティセンター
8：30〜10：00 ●
●
● ●
●
9月

※矢田郷地区コミュニティセンターは旧七尾サンライフプラザ、田鶴浜地区コミュニティセンターは旧サン
ビーム日和ヶ丘です。
※託児サービス(無料)を希望される人は、検診 3 日前までに申し込みが必要です。
健康推進課

☎53-3623

「はかり」の定期検査のご案内

スーパー・商店などで商品の計
量に使用するはかりや、病院・学
校などで健診に使用するはかりな
どの「取引や証明に使用するはか
り」は、その精度を確認するため
に、 2 年毎に定期検査を受けるこ
とが義務付けられています。
定期検査を実施しますので、必
ず受検してください。
■日時
① 9 月 7 日㈫
11：00〜15：00
② 9 月 8 日㈬、 9 日㈭
11：00〜15：00
※12：00〜13：00は除く
■場所
①田鶴浜地区コミュニティセン
ター
②七尾市文化ホール
石川県計量検定所
☎076-254-5507
七尾市産業振興課
☎53-8565

空き家活用報奨金制度を
ご活用ください！

地域づくり協議会や町会が市の
空き家バンク制度などを活用し、
地域内の空き家に新たな入居者が
決まった場合、市から報奨金が支
払われます。
■対象者
事前に協力団体として登録した
地域づくり協議会や町会
※登録する場合は、空き家バン
ク協力団体登録申請書を提出
してください。
■対象となる事例
・地域づくり協議会や町会を通じ
て空き家バンクに登録された、
物件の売買や賃貸契約が成立し
た場合
・移住相談を受けた際に、事前に
住まい相談結果報告書を市に提
出し、その地域内で空き家の売
買や賃貸契約が成立した場合
■報奨金額 10万円
産業振興課 ☎53-8565

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。

男女共同参画社会をテーマと
した川柳募集

■テーマ
・男女が共に支え合い、互いを
思いやることの大切さをア
ピールしたもの
・家庭や地域、学校、職場での
男女共同参画をアピールし
たもの
■応募内容 川柳(五七五調)
■応募資格
市民または、市内に通学・通勤
している人
■応募用紙
各地区コミュニティセンター、
フォーラム七尾、総務課に設置
しています。
■応募期限 8 月31日㈫
■応募方法
応募用紙に記入し持参または
郵送、ファクス、メールで提出
総務課人権・男女共同参画室
☎53-1112 FAX54-8117
〒926-8611 袖ケ江町イ部25番地
メール：danjo@city.nanao.lg.jp

石川県立七尾産業技術専門校
令和 3 年度訓練生募集

■募集学科
短期課程 土木建築科
■応募資格
就職に向け、熱意を持って訓練
を受けられる人
■取得可能な資格
車両系建設機械(整地)技能講習
修了証、小型移動式クレーン運
転技能講習修了証、玉掛け技能
講習修了証、ガス溶接技能講習
修了証、アーク溶接特別教育修
了証
■訓練期間
6 カ月間(10月 1 日〜翌 3 月15日)
■申込期限 9 月 3 日㈮
石川県立七尾産業技術専門校
☎52-3159
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不要品活用銀行
〜学生服は制服バンクへ〜

■ゆずります
システムベッド(パイプ製)、学
習 机(イ ス 付)、 英 会 話 教 室 用
リュック(赤)、子ども用スイミ
ン グ ク ラ ブ セ ッ ト(リ ュ ッ ク、
水泳パンツ、水泳帽)サイズ130
男の子用、ベビーベッド、ポー
タブルトイレ、室内用滑り台
■ゆずってください
自転車(大人用)、コンポスト
※市内居住者限定
※電気製品取扱不可
※登録期限は 6 カ月
※登録した品物を処分・不要に
なった場合は連絡してくださ
い。
※市内幼保園・小中学校、県内高
校の制服については、制服バン
クをご活用ください。詳細は親
子ふれあいランド(☎52-1476)
にお問い合わせください。

環境課

☎53-8421

令和 3 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・ふりがな、年齢(小
中高校生は学校名・学年)、電
話番号を記入の上、はがき、封
書または電子メールで応募。
■応募期限
9 月10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

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)
【七尾地区】
古府
13,500円〜34,200円
後畠
15,300円〜38,600円
【田鶴浜地区】
馬場
16,100円〜46,800円
相馬
20,800円〜41,800円
大津
17,600円〜40,100円
【中島地区】
中島
19,600円〜48,700円
要貝
23,700円〜46,500円
代本
51,400円〜54,000円
【能登島地区】
舘山
18,000円〜38,000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感染症の影響で
国民年金保険料の納付が困難な人へ

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、令和 2 年 2 月以降に、
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
が可能となります。申請手続きな
どの詳細は、お問合せください。
市民課 ☎0120-770-372
七尾年金事務所 ☎53-6511

七尾市議会議員選挙立候補
予定者説明会

立候補予定者説明会に出席され
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。
説明会出席者は、 1 候補者につ
き 2 人までとします。
■日時 8 月24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

いしかわ長寿大学
令和 3 年度受講生募集

生きがいづくりや介護予防の促
進、健康寿命の延伸を目的に講座
を開催します。
■受講期間
10月〜令和 4 年 9 月(月 2 回)
■時間
10：30 〜 14：30(昼休憩 1 時間)
■場所
七尾市文化ホール
■対象
県内在住の60歳以上の人
■定員
40人(能登中部校14期生)
■内容
生きがいづくりや健康づくり、
郷土の歴史・文化など、24のカ
リキュラム
■受講料 無料
■申込方法
入学案内のチラシに掲載のはが
きを郵送または持参
※チラシは高齢者支援課で配
布しています。石川県ホーム
ページからダウンロードもで
きます。
■申込期限 9 月22日㈬
(社福)石川県社会福祉協議会
長寿生きがいセンター
☎076-258-3135

法律相談開催

■開催日
8 月12日㈭、19日㈭、26日㈭
9 月 2 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

海上保安官募集

「わたしと年金」エッセイ募集

【海上保安大学校学生】
日本年金機構では、公的年金制
■受験資格
度をテーマとしたエッセイを募集
令和 3 年 4 月 1 日時点で、高校
しています。年金の意義や大切さ、
または中等教育学校卒業後 2 年
皆さまの年金に対する考えなど、
を経過していない人、および令
何でも結構です。詳細はお問合せ
和 4 年 3 月までに卒業見込みの
ください。
人
■申込資格
■申込期間
一般・学生(中学生以上)
・インターネット受け付け
■字数
8 月26日㈭〜 9 月 6 日㈪
日本語で1,000〜2,000字
・郵送・持参での受け付け
■申込期限 9 月10日㈮
8 月26日㈭、27日㈮
市民課 ☎0120-770-372
■試験日
七尾年金事務所 ☎53-6511
第 1 次試験 10月30日㈯、31㈰
第 2 次試験 12月17日㈮
みんなで休暇
※詳細は人事院ホームページ「国
家 公 務 員 試 験 採 用 情 報NAVI」 夏を楽しみリフレッシュ
【事業者の皆さまへ】
をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策
第九管区海上保安本部総務部
として新しい生活様式が求められ
人事課 ☎0120-444-576
る中、新しい働き方・休み方を実
七尾海上保安部管理課
践するためには、計画的な業務運
☎52-9118
営や休暇の分散化にも資する年次
有給休暇の計画的付与制度や、労
自死遺族交流会(J交流会)
働者のさまざまな事情に応じた柔
自死遺族の人が寄り添い、お互
軟な働き方・休み方に資する時間
いに共感することで、心が安らぐ
単位の年次有給休暇制度の導入が
時を過ごせる場を提供していま
効果的です。
す。
石川県労働局雇用環境・均等部(室)
■日時 9 月 4 日㈯
☎076-265-4429
14：00〜16：00
■場所 金沢市内（会場は連絡時
建設業を営む事業主の皆さん
にお知らせします）
国の退職金制度を活用しませんか
石川県こころの健康センター
建設業退職金共済制度は、建設
相談課 ☎076-238-5750
現場で働く従業員の福祉の増進
と、建設業を営む中小企業の振興
裁判員裁判の実施状況を
を目的に設立された国の退職金制
紹介しています
度です。掛け金の一部を国が助成
裁判員制度はスタートから10年
し、事業主の負担分は税法上全額
以上が経過しました。裁判員制度
非課税です。詳細は、建退共ホー
WEBサイトでは、裁判員を経験
ムページをご覧ください。
検索
建退共
された人の声や実施状況を紹介し
ています。ぜひご覧ください。
(独)勤労者退職金共済機構
検索
裁判員制度
建退共石川支部
金沢地方裁判所事務局総務課
☎076-242-2608
☎076-262-3221

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。

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。誰
に相談したらいいか分からない苦
しみを抱えていたら、一人で悩ま
ずに電話してください。どうした
ら解決できるか一緒に考えません
か。法務局職員が電話相談に応じ
ます。
相談は無料、秘密は守られます。
■相談受付日時
8 月27日㈮〜 9 月 2 日㈭
8 ：30〜19：00
※ 8 月28日㈯、29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。法務省の
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
☎53-1721

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
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電波は、テレビ・ラジオや携帯
電話などの身近なもののほか、警
察や消防・救急、防災行政、鉄道
の無線局など、私たちの安心・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
害する不要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
を利用される市民の皆さまに、電
波のルールを守ることをお願いし
ています。
■電波のルール
①無線機器を使用の際は「技適
マーク」を確認してください。
②電波の利用には、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
【不法無線局、混信、妨害】
☎076-233-4441
【テレビ・ラジオの受信障害】
☎076-233-4491
【電波利用料】
☎076-233-4414
【その他行政相談】
☎076-233-4405

能登・七尾から
いろんな元気を発信中！

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28日㈫
小松の芸能を学び、自然に触
れるコース
・10月10日㈰
白山近郊の自然を巡るコース
・10月29日㈮
開創700年の寺院と日本初尽
くめの空港を巡るコース
・11月 9 日㈫
今年も行きます！新しい「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
コースにより異なります。
■申込期間
8 月18日㈬まで
(当日消印有効)
■申込方法
はがき、電子メール、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 FAX53-4244
〒926-0852 小島町二部33番地

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

「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
悩みを抱えている方とそ
の家族
若者サポートステーション石川
☎076-235-3060

守って！電波のルール

crowdfunding
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「子どもの人権110番」強化週間

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

daiichiprin

今月の市民相談
相談の種類

主な内容

消費生活相談

悪質商法などの消費者トラブル

法律相談（予約制・先着５人）
相談担当者：弁護士

借家・借地・金銭貸借・多重債
務・相続・離婚などの法律問題

相談担当者：弁護士

入れ・連帯保証など金銭問題
相続・登記・財産管理・多重債
務・土地の境界

相談担当者：担当職員

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

登記相談（予約制・先着４人）
相談担当者：司法書士、土地家屋調査士

※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。

場

所

相談日

時 間

毎週月〜金曜日

8:30 〜 17:15

8月 6日（金）
13:00 〜 15:30
8月27日（金）

本庁
市民相談室

8月23日（月） 13:30 〜 16:00
8月20日（金） 13:00 〜 15:00

※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
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
（電話相談あり ☎53-1112）

相談担当者：担当職員

※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

☎５３-１１１２

児童・ひとり親・女性相談

養育・家庭生活・ＤＶなど

結婚相談

結婚に関する相談

相談担当者：担当職員

相談担当者：七尾市認定結婚相談員（縁結びist）

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
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

対象：小中高生およびその保護者
内容：悩んでいること、困っていることなど
（相談専用電話 ☎52-0783）

毎月第１、３水曜日
13:00 〜 15:00
毎月第２、４水曜日
10:00 〜 12:00
8月20日（金）
13:00 〜 15:00
毎週火曜日

毎週月〜金曜日
毎月第１〜
第４火曜日

13:00 〜 17:00

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

8月 2日（月） 13:00 〜 15:00

本庁
市民相談室

☎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

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

♥54回目♥
♥53回目♥
世の中は最初から平等じゃない
お金、能力、才能、人脈、何も選べない
お金があると心のどこかで油断を生む
能力があると天狗になって怠慢を生む
他人が遊んで寝ている時こそ努力する
最後は情熱の熱量と行動量の差で決まる

㈱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）

8月 8日
（日・祝）

とよはら歯科医院
☎53-1075
塗師町

あおぞら薬局万行店
FAX52-8932
万行町

8月 9日
（月・振）

今井歯科医院
☎52-2684
小丸山台

8月15日
（日）

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・
胃腸内科

とどろき医院
☎0767-227855
羽咋市鶴多町

三林内科胃腸科医院

☎54-0350

府中町

かじ内科クリニック

☎76-0002

中能登町二宮

中島薬局
FAX72-3370
中能登町能登部下

円山病院

☎52-3400

府中町

辻口医院

☎66-0118

中島町浜田

木元歯科クリニック
☎53-5151
北藤橋町

徳田あおぞら薬局
FAX57-0892
下町

岡部内科クリニック

☎52-3007

本府中町

安田医院

☎72-2027 中能登町能登部下

8月22日
（日）

梅歯科医院
☎53-5544
山王町

神明あおぞら薬局
FAX53-8932
神明町

山﨑耳鼻咽喉科クリニック

☎54-8833

古府町

耳鼻咽喉科

森クリニック

☎54-8688

国分町

胃腸外科・
肛門外科・内科

8月29日
（日）

深尾歯科医院
☎53-6385
本府中町

モリ薬局
FAX53-4656
桧物町

山田産婦人科医院

☎52-3035

御祓町

藤田医院

☎0767-26-1021 羽咋市大町

9月5日
（日）

大森歯科医院
☎53-0343
府中町

中山薬局
FAX52-1382
生駒町

清水眼科医院

☎52-6383

米町

眼科

さはらファミリークリニック

☎62-3765

石崎町

内科

内科・
消化器内科
内科
外科・
循環器科

内科
内科

公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町
国立病院機構七尾病院
☎53-1890
松百町
恵寿総合病院
☎52-3211
富岡町

産婦人科 公立能登総合病院
☎52-6611
藤橋町
内科
さはらファミリークリニック
☎62-3765
石崎町

※変更になる場合がありますので、最新情報を新聞または市ホームページで確認し、必ず医療機関に電話して受診してください。
※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。

健康推進課

☎５３-３６２３

七尾市休日当番医

検索

七尾・鍛冶町
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イベ ン ト 情 報

84-1271

84-1175

53-1500
☎53-1500

☎84-1175

特別展「本郷仁

9/5
まで

風景装置」
84-1271

「みること」をテーマに鏡を用いた体験型の作品を発表する
53-1500
本郷仁の個展。鏡がもたらす非日常的な視覚体験をとおし
て、世界との関わり方を探ります。
■会
期
■開館時間
■観 覧 料
■休 館 日

9月5日(日)まで
9：00〜17：00(入館は16：30分まで）
66-2323
一般800円、中学生以下無料（祝日は70歳以上700円）
毎月第3火曜日

風景装置#7 〜旅の記憶の旅〜
2021年 作家蔵
撮影：柳原良平

●バーナーワークデモンストレーション2021
日 時：8月21日(土）、22日(日) 各日6回開催
10：00、10：45、11：30、14：00、14：45、15：30
場
定

所：別棟2階(入場無料)
員：各回10人

黄金期の浮世絵

9/12
まで

歌麿とその時代展-美人画と役者絵
66-2323

浮世絵黄金期に一世を風 靡 した喜多川歌麿の美人画、人気
を博した歌川豊国や東洲斎写楽の役者絵を中心に紹介。同
時代の著名絵師や歌麿の弟子たちの作品、肉筆画を含めた
135点を、ぜひご覧ください。
■会

期

9月12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800円、
大高生350円、
中学生以下無料
（祝日は70歳以上700円）
※着物(ゆかた含む)で来館の人に
は、本展オリジナルコースターを
プレゼント。撮影スポットもあり
ますので、併せてお楽しみくだ
さい。

84-1271
喜多川歌麿 ｢松葉楼粧ひ

企画展

「知ろう探そう 七尾の生き物」

「七尾市版レッドリスト2020」を参考に、絶滅危惧種や身近
な生き物を紹介します。
■会 期
■観覧料
■休館日

実を通す風情｣
1799年頃
※画像の無断転載を禁ず

53-1500

☎57-5100
9/20
まで

84-1175

9月20日(月・祝)まで 9：00〜17：00
無料
毎週火曜日(祝日の場合は開館）

☎66-2323
66-2323
11/13
11/28

仲代達矢 役者七十周年記念作品

無名塾「左の腕」

老いてなお貫いた男の意地が快く胸に響く、松本清張の名作
「左の腕」。舞台は江戸の深川。時代が変わっても変わらない
人間の姿を、仲代達矢役者七十周年を記念して無名塾がお届
けします。
■日 時
11月13日(土) 〜 28日(日) 15時開演
※17日(水）、22日(月）
、25日(木） 休演
■出 演
仲代達矢ほか無名塾
■料 金(全席指定・税込)
一般8,000円、高校生以下5,000円
※当日500円増し
※未就学児入場不可
※車いすで観劇の人は演劇堂まで
ご連絡ください。
◎予約受付中

●自然体験教室「昆虫スケッチ講座」
日 時：8月8日(日・祝) 13：30 〜 16：00
定 員：10人
●地域学講座「親子で古代体験〜銅鏡作り〜」
日 時：8月21日(土) 14：00 〜 16：00
定 員：10組
●自然体験教室「カブトムシ標本作り体験」
日 時：8月22日(日) 13：30 〜 15：00
定 員：10人
●生き物展示「身近な虫の飼い方」
日 時：8月28日(土) 〜
9月13日(月)
8：30 〜 17：00
銅鏡

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9月会議を
生中継します。

うちどく

23日はななお家読の日
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 6日(月)
13日(月)
14日(火)
22日(水)

10：00 〜
10：00 〜
10：00 〜
14：00 〜

提案理由説明
一般質問
一般質問
採決ほか

検索

七尾市立図書館

☎53-0583
☎53-3662
☎68-3336
☎66-8000

新着情報
吉宗の星
谷津

矢車

著《実業之日本社》

テレビドラマでおなじみの徳川吉宗。その
イメージを覆す新しい吉宗がこの本には登
場します。吉宗がまだ新之助と呼ばれてい
た若き日からその晩年まで、波乱万丈の一
生をお楽しみください。

日本サンショウウオ探検記
ニコニコちゃんねるの放送内容

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】
8月9日(月・振)〜22日(日)
夏季特別番組

23日(月) 〜 29日(日)
介護予防講演会「認知症対応アドバイス」（再放送）

30日(月) 〜 9月5日(日)
なるほどなっとく市政講座「高齢者福祉について」
（再放送）
※収録の都合により一部再放送します。
※放送内容が変更と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:８月21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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関

慎太郎

写真・文《少年写真新聞社》

愛らしい姿のサンショウウオ。
日本には45種類が生息してい
ます。日本中のサンショウウオ
に出会う探検の旅をとおして、
自然環境について考える1冊で
す。石川県と富山県の一部に生
息するホクリクサンショウウオ
も登場します。

図書館からのお知らせ

○夜のとしょかん

日中とは違う雰囲気の夜の図書館へ、遊びに来ませんか。
日時：8月26日(木) 19：00〜20：00
場所：市立図書館
対象：小学生以下
※当日は保護者同伴でお願いします。
定員：先着20組(要申し込み)

※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。

輝け！ななおの星

8月号

編集・発行
〒926-8611

2人の笑顔に毎日癒されています。

これからも家族4人仲良く、たくさんの
石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

広報広聴課

わが 家のアイドル
七尾市市民生活部

今月号の表紙は、天神山小学校の6年生が行った田んぼの生き物調査の様子です。発見した生

ではないでしょうか。今月号では、市内で絶滅の危機にある生き物などを紹介しています。七尾

記

き物の中には、絶滅の危機があることなどを知り「自然を守ろう」と考える良い機会になったの

Note

＊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。

未就学のお子さんを募集中！

TEL.0767-53-1130

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

Eメール. koho@city.nanao.lg.jp

ので、夏休みを利用して子どもと一緒に、山や川の生き物を探してみようと思います。

FAX.0767-52-0374

「マチイロ」
http://machiiro.town/lp/
ishikawa̲nanao

多言語対応「Catalog Poket」

スマートフォンアプリ

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。

暖くん（左） 明ちゃん（右）

北橋

（山口）

の自然環境を守ろうと意識するきっかけになればうれしいです。普段じっくり観察することがない

後
編集

or's

Edit

急募!!

令和3年
1月11日
生まれ

平成31年
1月7日
生まれ

思い出をつくろうね

（父：翼／母：ひかる）万行町
歌が大好き♡

19歳

唯楓さん
大根
◆仕事で大変なことは？やりが
いは？
冬はとても寒く︑夏はとても
暑い環境ですが︑お客さまに信
頼される製品を作るために頑
張っています︒入社して１年ほ
どで知識や経験が不足していま
すが︑きれいに仕上がった製品
を見るとやりがいを感じます︒
◆七尾の好きなところは？
祭 りがたくさんあるところで
す︒ 祭 りに参 加するのは特に楽
しいです︒自然が豊かで︑食べ物
が美味しいところも大好きです︒
◆将来の夢は？
会社の上司や先輩のように周
りから仕事で頼られる人になる
ことです︒まだまだ時間が必要
ですが頑張ります︒

8月5日発行

No.203 令和3年（2021）

◆仕事は？
林ベニヤ産業株式会社七尾工
場で︑一般・ハウスメーカー向
けの合板を製造しています︒合
板は︑木材を薄くむいた板を接
着剤で貼り合わせたもので︑各
工程を機械で行っています︒製
品に問題がないか︑機械に不具
合がないかを確認しています︒
◆仕事に就いたきっかけは？
小さい頃から工作などのもの
づくりが好きで︑ものづくりに
関わる仕事を地元で探していた
ところ︑先に入社していた高校
の先輩から仕事内容や会社の雰
囲気を聞いて決めました︒
みんな優しく︑困ったときも
相談しやすいので︑この仕事に
就けて良かったです︒

七 尾ごころ

CLOSE UP FRESHMAN ! !

