
参加申し込み先
☎　66-1756（午前中）

☎　66-1778
🌸会費　100円

令和3年1月10日（日）

令和３年２月１３日（土）
午後2時～3時30分

 日    　    時

②伝承遊び塾

 新型コロナウイルス感染症などの影響により、祝賀会に変更があ
る場合があります。その際は、ご了承下さい。
 詳細は後日郵送させていただくご案内状をご覧下さい。
 ご案内状が届かない方は、お手数ですが下記の事務局までご連
絡ください。

女 2,773 -2
計 5,327 -4

社会福祉協議会
笠師保分館

①令和3年新成人祝賀会

場　　　所 能登演劇堂（ホワイエ）

対    　　象

日　　　時

平成12年4月2日から
平成13年4月1日生まれの方

午後3時～4時30分(終了時間は予定）

男 2,554 -2

10月３1日現在
世帯数と人口(8月末比)

世帯 2,076 0

申 込 方 法 後日配布されます申込用紙に必要事項を記
入し中島コミセン受付窓口まで申 込 先

場           所 中島地区コミュニティセンター多目的ホール

参 加 費 無料
定 員 50名まで（定員になり次第、締切ります）

おっちゃぁ

なかじまん

私たち中島町の現状

第36号 令和2年12月1日
中島地域づくり協議会
中島町中島甲部170番地
☏６６－２３４１
mail：nakajima.tiikizukuri@gmail.com

福祉部会

生涯学習部会

ささゆり事業案内(1月～2月）

定員有小学校

お問い合わせ先

中島地域づくり協議会
生涯学習部会事務局
中島コミュニティセンター熊木分館内

担当　山下☏　66－1567

平日（午前8時30分～午後5時まで）

★時 間 15時～16時 別室準備

★相談員 包括支援センター職員

高齢者支援課職員

【スマイルサロン】

介護予防の居場所づくり

🌸 内容 レクリェーションと茶話会

🌸 開催時間 14時～15時40分

♪ 日 令和2年12月15日（火）

♪ 場所 中島地区コミュニティセンター笠師保分館

♬ 日 令和 3年 1月15日（金）

♬ 場所 移住体験住宅（興能信金向）

高齢者の方の身近な何でも相談窓口

同日開催

12月および1月開催のご案内

企画部会では、今年度笑顔あふれる中島町を目指して『中島町の未来図づくり』を開催。４回に分けて
開催した『中島町の未来図づくり』も11月25日で無事終了となりました。皆さんから頂いた意見を元に、
今後はまとめていき『中島町の未来図』を皆さんのお手元にお届けする予定です。
しかし、中島町の未来図づくりはこれで終了ではありません。この未来図をもとに『みんなで作る 来年
の事業計画』を開催し、地域づくり協議会が中心となって活動を始めたいと思います。そして来年度も皆
さんの想いや活動を追加しながら進化し、中島の未来図づくりを継続していきたいと考えています。
今年参加して、『もっと地域づくりに携わってみたい！』『私のアイデアを生かす仲間が欲しい！』『家、
地域の困りごとを相談してみたい！』と思った方、一緒に中島の地域づくりに参加しませんか？
企画部会では、様々な想いを秘めた皆さんの参加をお待ちしています！

日 時 令和３年１月２８日（木）１９時から

場 所 中島地区コミュニティセンター多目的ホール

内 容 みんなでつくる来年の事業計画

お問合せ先 ： 中島地域づくり協議会

企画部会 清水

電 話 ： ０７６７－６６－００９９ (釶打分館内)

メ ー ル ： k-natauchi@pub.city.nanao.ishikawa.jp

企 画 部 会 中島町の未来図づくり 完成間近！



【変化！住民意識】 こんにちは！地域おこし協力隊の白畑です。

今回は、いくつか報告させて頂きます。

『移住と空き家問題』について

　前回、【移住定住サポートデスク】の開設のお知らせと【求む！空き家！】で空き家の情報提供を

お願いしました。サポートデスクの活動としてはコロナ禍が比較的落ち着いた9月より受入れを開始し

4組8名の方が、中島町を訪れ滞在され1組の方の移住が決定致しました！

　移住される地区の方は、暖かい受入れをお願いしますね！

　空き家の方は移住者の方に貸してもいいという住宅が6件出てきました。

ご協力頂いた方々ありがとうございます。

引き続き情報提供とご協力をお願い致します。

　さて、先月ある会合にお招きいただき、移住と空き家問題についてお話し

させて頂きました。(写真)

　どうして移住者を受け入れる必要があるのか？空き家の問題とは何か？どうすれば解決出来るのか？

　など約30分ほどお話させて頂き移住受入れに対する必要性と空き家活用への理解を深めて頂きまし

た。中島の住民の皆さまの意識が少しずつでも変われば…と思います。

　コロナも少しずつ治まりつつあって会合も増えてきた事と思います。

　ぜひお呼び頂き移住と空き家問題のお話しをさせて頂ければと思います。お気軽にご相談下さい！

『中島町体験プログラム』について

　9月に発足した『七尾サスティナブルツアー推進協議会』に協力して 中島に観光客を呼び込む活動を

行っております。現在、旬の企画として『牡蠣棚ツアー』（写真）を行っておりますが、こちらが好

評で来春まで多くの観光客に中島を訪れて頂けそうです。

　能登かきの素晴らしさを感じてもらい知名度がアップすれば…と思っています。

　中には台湾に絶大な支持があるネット活動家の方も含まれていて、春には台湾から大勢の観光客が

見込めそうです！（コロナが収束していればですが…）

そこで、中島で様々な体験プログラムなどをされていらっしゃる方、また『こんな事出来るけど一緒

に出来んかいね！』って方がいらっしゃれば、コラボさせて頂いて中島に観光客を呼び込みませんか？

とりあえずお話しだけでも結構ですので、一度お声掛け下さい！

　どの活動もそうですが、地域の方々のご協力が絶対不可欠です。

ご協力は、ボランティアではなく多少でも対価をお支払い出来る様に努めていきます。

出来る事で結構ですので、皆様のご協力をお願い致します。

　中島地域づくり協議会　担当　白畑（地域おこし協力隊）まで

　お気軽にお寄せ下さい！

　　　　　　　中島地区コミュニティセンター内　☎66-2341

　移住・定住や空き家のご相談、情報、体験プログラムの集客などは、

地域おこし協力隊

生活安全部会

『安心・安全』な美しいまちづくりを！

《「火の用心」を合言葉に！》
冬の到来と共に、これからは火災が多発

するシーズンでもあります。
各家庭ではストーブなどの暖房器具の取

り扱いや焚き火・タバコ火等の後始末には
十分に気を付けて、お互いに"火の用心”
を合言葉に尊い生命や財産を火災から守
り、安心安全な明るい社会を築いていきま
しょう。

《年末年始を無事故で！》
今年は石川県内で交通事故による死亡者が昨年

を上回り、１１／１５現在で３６名であります。特に高
齢者の方が多く、約７割を占めています。夜間に歩
行する時は反射材を付けて道路横断も正しく渡りま
しょう。また、ドライバーも運転マナーをキチンと守り、
家族全員が無事故で健康で輝かしい新年を迎えま
しょう。



「能登で出会った

自然」をテーマに

写真を通して能登

の魅力を感じられ

るすてきな作品!

どうぞ、ご覧くだ

さい。

★ 年末年始は休室します

期間：12月29日（火）～1月3日（日）

図 書 室 だ よ り

蔵書点検のためお休みします。

「中島図書室】 1月25日(月)～28(木)

【田鶴浜図書室】１月18日(火)～21日(木)

【矢田郷図書室】1月12日(火)～15日(金)

【市立図書館】 ２月 1日(月)～ 6日(土)

*返却はブックポストをご利用下さい。

ＣＤ、 ＤＶＤは、直接カウンターへお返しく

ださい。

★開館日 月曜日～土曜日

☆開館時間 9：00～17：00

★貸出冊数・期間

図書ーひとり10冊（2週間）

雑誌ーひとり 5冊（1週間）

CD・DVDーひとり5点（1週間）

新型コロナウイルス

感染予防対策に

ご協力お願いします

話題の 新着本

・質草女房
・善医の罪
・アンと愛情
・天涯の海 須屋三代の物語
・きちんと祝いたいおせち料理

・この気持ちもいつか忘れる
・劇場版鬼滅の刃無限列車編
・きのうのオレンジ
・家事でモメない部屋づくり
・帝都争乱サーベル警視庁2

心豊かに生涯読書

☆年末の家の片づけや掃除の本

☆おせち料理の本を展示します

谷一泰正写真作品

おすすめの絵本

もうぬげない
こんなの可愛い、かわい

そう、でもおもしろい!

字のないはがき
向田邦子の作品ー戦争中

の妹の感動の実話

まいにちがプレゼント
たいせつなあなたへ・・

毎日が新しい今日!

大人も楽しめる絵本です

★日時 １月4日(月) 9:00～
★会場 中島図書室カウンター
★内容： 貸出をした方から順に、

お一人1点お分けします。

主に大人対象てす。先着順です♪



検温・手指消毒・マスク着用で！

＊お休み ・・・土曜日・日曜日・祝日

年末年始（12月28日∼令和3年1月5日）

市議会議員さんと地域のこと

「しゃべらんかいね」

開催のご案内

ふるさと知って未来につなぐ

「なかじま検定」

問1 七尾市で一番長い川（水系）は。

※合流する他の河川の長さや七尾市と隣接

する町の流域も含む。

①熊木川 ②御祓川

③二宮川 ④熊渕川

問2 釶打地区では、地域住民が中心と

なってトキが住めるような自然環境に戻す

活動をしているが、昭和30年代にトキの中

継地として確認された地域はどこか。

①河内越ヶ口(ｺｶﾞｸﾁ) ②河内岩穴(ｲﾜｱﾅ)

③河内須久保(ｽｸﾎﾞ) ④河内石畑(ｼﾅﾊﾞﾀｹ)

＜七尾検定より出題＞

答え問1①問2③

🌸日時 令和2年12月9日（水）

午後７時～９時（予定）

🌸場所 中島地区コミュニティセンター

笠師保分館 会議室２

市議会議員さんとお話しする絶好の機会です

どなたでも参加できます。お気軽にどうぞ♪

中島・子どもの広場おたより （熊木分館２Ｆ）

１１月、初めて熊木分館さんと一緒にクッキングをしました。晩ごはん用にカレーを作っ

て、持ち帰りました。次回は、おやつに挑戦したいと思います。お楽しみに！

【 1２月 】

★ ２日（水）～

マフラー作り

★ １６日（水）

クリスマス会

≪ 主な行事予定 ≫

令和３年 【 １月 】

★ ６日（水）

お正月遊び

★ ２７日（水）

クッキング

「しゃべらんかいね」の会場は巡回します

令和2年も最終月を迎えましたが、地域の皆様はどんな1年だったでしょうか。新型コロナウィルス感染症が世界的に流行し

東京五輪は延期となり、生活様式はじめ身近な活動にさまざまな影響がありました。この状況はもうしばらくかかりそうです

が、今年のパワーを来年以降の各種行事・事業に向け笑顔を取り戻したいと思いますのでご理解ご協力をお願い致します。


