2022年7月30日

お問い合わせ

30

配布 ☎076-260-3564
北國新聞社 販売局

広告 ☎076-260-3406
スマホの通信不良
どう対処する？

面

読書感想文
書くコツを紹介

面

通信制高校の
合同相談会を開催

金沢大会 大豆田本町
犀川緑地周辺

７月30日（土）19：50〜

川北大会 川北町
手取川河川敷
８月6日（土）20：00〜

動橋大会 加賀市動橋地区
冠橋付近
９月

８月28日（日）21：00〜

扇台大会 金沢市扇台小
西側周辺

９月18日（日）20：30〜
※都合により時間等が変更
になる場合があります

川北町の手取川河川

き乱れる圧巻の花火シ

最大規模の２万発が咲

川北大会は８月６日開催

敷で行われる北國大花

金沢・川北の両大会

ョーをご堪能ください︒

めるのが協賛者観覧席

火２０２２川北大会は

です︒申し込みはオン

８月６日︵土︶午後８

のスケール感︑２００

ラインとコンビニ店頭

の花火を特等席で楽し

０連発の﹁あばれ川県

などから受付中︒

号玉

民 花 火﹂︑仕 掛 け 花 火

時から︒大玉・

﹁霊 峰 白 山﹂な ど 北 陸

ઘƤҧҡ

INFORMATION
協賛者観覧席、
シャトルバス、
感染症対策の注意事項など
くわしくはこちらから
北國花火大会

面

開催スケジュール

ふるさとの夜空を染める

10

ほっこくリビング新聞社

配布部数／150,000部（日本ABC協会認証部数）

２０２２

花火﹂のほか︑全国の

金沢大会は７月 日開催

30

北國花火２０２２金

花火︑創作スターマイ

分から︑金

ン な ど １万 ２ ０ ０ ０ 発

沢大会は７月 日︵土︶ 花火師による北國芸術

が打ち上げられる予定

午後７時

沢市大豆田本町の犀川

です︒

待ってました！

緑地周辺で開催されま

７月3

す︒１０００連発の乱

れ打ち﹁おとこ川市民

会
金沢大
0日㈯

50

〒920-8588
金沢市南町2番1号

発行

７月 ８月

北國花火２０１９金沢大会で多くの人を魅了した色とりどりのスターマイン＝金沢市大豆田本町
︵多重露光︶

待ちに待った北國花火2022
（北國新聞社主催）が七尾大会を
皮切りにスタートしました！夏の夜
空を圧倒的な迫力と華やかさで
彩る光と音の競演が３年ぶりに
繰り広げられています。
ふるさとの
空の美しさを改めて心に刻む絶
好の機会です。家族で、友人同士
で、
カップルで訪れてみませんか。

782

FREE

https://hk-event.jp/hanabi/

北國大花火2019川北大会で美しい光の稜線を描き出す仕掛け花火
「霊峰白山」
＝川北町の手取川河川敷
（多重露光）

会
大
北
川8月6日㈯

〈3〉

〈2〉

現役高校教師・藏野先生に聞く

中部の３営業所が心を１つに

自 由に、自 分らしく

「利家とまつ」金沢城リレーマラソン 参加者募集
「利家とまつ」金沢城リレーマラソン実行委員会事務局

保護者の同意が必要となります。
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男女混合のチーム編成が条件です。

理してまで全部やる必要はないと考えてい

親離れ子離れのとき。独立や結
婚、手を離れるも、育て上げた
労を祝って。

エアコンの効かせすぎに気をつ
けて。冷えや風邪から喉のトラ
ブルが心配。

勉強や知識習得が吉と出る。短
期集中講座など、期限を決めて
取り組んで。

お金の使い方を見直して。無理
なローンは組み替えて、
クレカの
整理も大吉。

住宅ローンなど、長期の返済計
画を見直して。繰り上げ返済の
チャンスあり。

負けず嫌いもライバル意識も自
分を高めるためのもの。実際の
競争は回避して。

夏らしい遊びやスポーツで英気
を養って。一緒に過ごす相手と
の縁も深まる。

パワー充電を。あえて頑張らな
いのが最高の骨休め。休養は自
分へのご褒美。

地味でも、真面目な積み重ねを
大切に。難しく考えずマニュアル
通りでＯＫ。

●金時草……… １/２束
●すし酢 ………… 75㎖
●炊きたてのご飯
………………2.5合分
●食用菊………… 適量
●スモークサーモン ４枚
●キュウリ …… 1/2本

仕平 幹子

作り方

プロフィール
①金時草の葉をサッと茹でたら、水気を切って細
かく刻み、
すし酢に混ぜる
（金時草すし酢）
。
（しへいみきこ）／料理研究家。
②菊はガクを取り、
サッと茹でて水気を切っておく。 北國新聞文化センター講師。地
元食材を取り入れた、郷土色豊
③キュウリを千切りにする。
かな料理に定評がある。基本的
④炊きたてのご飯に❶の金時草すし酢を混ぜる。
な家庭料理からオリジナルの創
⑤冷ました❹を皿に盛り、菊、
サーモン、
キュウリを
作料理まで幅広いレシピが人気。
飾り付けて出来上がり。

リビング新聞は︑北は

仙台から南は鹿児島ま

で︑全国各地で親しまれ

ている女性向けのフリー

ペーパー︒主な読者層に

は女性を想定し︑地域に

根差した生活情報を届け

リビング新聞の大きな

ています︒

特徴は︑この記事のよう

なスタイルの﹁ペイドパ

ブ リ シ テ ィ︵ 記 事 体 広

告︶
﹂
です︒女性の編集部

員の視点から︑客観的に

ニューオープン情報

みに使用、第三者に提供することはありません。なお本紙掲載の広告
主が収集する個人情報の取り扱いに関しては、各々の広告主にお問
い合わせください（個人情報管理者：砂塚隆広）。個人情報保護に関
する問い合わせは、個人情報保護推進事務局☎076（260）3406
（祝日を除く月曜〜金曜、午前10時〜午後5時）
まで。
○広告表記について…企業名が見出しに表示されているものはその
企業からのPR情報です。表示価格で特記事項のないものは消費税
額を含んだ総額表示です（免税・非課税商品は税が転嫁されません）。
「QRコード」という名称はデンソーウェーブの登録商標です。

情報を紹介します︒

や︑ お 得 な セ ー ル 情 報︑

魅力的なイベント︑生活

の役に立つ講座など︑女

性が喜ぶ情報を︑リビン

グ新聞の記事体広告を使

ってＰＲしませんか︒

独自の厳しい掲載基準で

読者保護を徹底

また︑
リビング新聞は︑

読者保護を徹底し︑厳し

い掲載基準を設けている

ことで︑長年︑全国各地

で 信 頼 を 集 め て い ま す︒

そのため︑業種や内容に

より︑掲載不可の場合が

媒体資料や発行スケジ

あります︒

ュールなどの資料は︑ホ

ームページからダウンロ

ードできます︒リビング

かなざわへの広告掲載に

関心がある方は︑左の二

次元コードをスマホで読

み 取 り︑ メ

ールでお問

い合わせく

ださい︒

○個人情報保護の取り組みについて…読者の皆さまからお預かりし
た個人情報は、当社が責任を持って管理します。リビングかなざわへ
のアンケートやプレゼントのご応募、催し物等のお申し込みでいただ
いた個人情報は、謝礼や当選賞品の発送、案内状の送付等の目的に
のみ使用します。また、アンケート等の集計結果は個人を識別できな
い形にデータ処理をし、当社の事業活動に使用します。
リビングかなざ
わでは、ご本人の承諾のない限り、収集した個人情報を前述の目的の

材料（4人分）

!!

ޯ

に

発作的な行動はＮＧ。
ドタキャ
ン・ドタ出、
どちらもＮＧ。約束事
は死守。

サッパリと口当たりの良いおすしです︒
金 時 草はアントシアニンやポリフェノ
ールを含み︑
栄養価の高い野菜です︒

世界を広げてくれる人との出会
いあり。
いろいろ教えてもらう気
持ちでつき合って。

金時草のおすし

リビング新聞の最大の特徴！

記事体広告で
PRしませんか
ほっこくリビング新聞社

感染症予防

マスクを着用しましょう
（咳エチケットを守りましょう）

㯒㮠㮹㮖 వ↢

7/31〜8/6
衝動買いに注意。物欲・消費欲
が大幅アップ。計画なく買物に
行くのは危険。
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※スポーツ傷害保険料を含む。

随時見学、
個別相談OK

もう一品

■参加費／大人 1人 3000円、高校生以下 1人 1500円

ると思います。
このたくさんの課題提出が

※シャトルバスについては前頁の二次元コードから確認できます

今夜 の食卓

課題の本当の意図は分かりませんが、学校側も無

あなたも気の合う仲間

■参加資格／小学生以上の健康な男女。18歳未満の参加者は

︵平日 時〜 時︶

■期日とコース／10月2日（日） 金沢城公園内特別周回コース

その他に、
時々でも登校できている生徒たちにと
っては、
たくさんの課題プリントが気がかりでしょう。

▽問い合わせ

率と単位認定に伴う進級や卒業のことでしょう。

と 参 加 し て み ま せ ん か︒

チーム戦だからこそ
「走り切る」
という責任が生まれました。
み
んなの士気は最高潮！ 途中ハプニングもありましたが、
けがな
く全チーム時間内に完走できました。

安心・安全に花火を
楽しむために …

の一助としていただきたいと思います。

ご協力をお願いいたします

が、
これまでの学校での成績のことや、今後の出席

若松梱包運輸倉庫プレ で初めて﹁金沢城リレー かに闘争心を燃やしてい

照）
が催されます。
ぜひ、
おいでになり、
今後の行動

ゼンツ﹁利家とまつ﹂金沢 マラソン﹂に参加︒本社︑ たとか︒職場仲間が心を

会と協賛する通信制高校による個別相談会
（6頁参

は、
大きな不安が残ります。
その不安で一番多いの

城リレーマラソン２０２ 金沢︑富山と３つの営業 一つにするいい機会にな

ざ学校に戻って皆と一緒に何かをしようとする時に

２〜秋の陣〜︵同実行委︑ 所がそれぞれチームを作 ったようです︒

で、不登校をテーマにした有識者による教育講演

10

り︑好成績を目指して力

また、８月27日
（土）午後１時から北國新聞会館

ので、
ちょっとした声掛けだけでは改善できず、い

北國新聞社主催︶は︑

は問いませんので、
何なりとご相談ください。

いませんか。
生活リズムが少しずつずれ始めている

月２日︵日︶︑金沢城公園 走しました︒

くなり、
YouTubeやSNSで、
ついつい夜更かしをして

以前は慰安旅行なども 参加申し込みは︑９月２

受けいたしております。
在籍されている学校や学年

りました︒順位が一番上

松陰高校では、学校見学や説明会をいつでもお

きづらくなっている生徒たちは、
朝起きる必要がな

内特別周回コースで開催

ているという相談も多く寄せられています。

されます︒春の陣を楽し 行っていましたが︑コロ 日︵金︶必着です︒

な事情を抱え
て学 校 へ 行

んだチームに︑リレーマ ナ禍で休止︒３営業所の

プレッシャーになって、
さらに学校へ行けなくなっ

ラソンの魅力を振り返っ 交流行事は３年ぶりとな ☎０７６︵２６０︶３５８１

今、いろいろ

チーム星崎

星崎運輸︵本社・名古 の営業所には﹁社長賞﹂が

「春の陣」を振り返って

てもらいました︒

「秋の陣」 申込締切は９月２日
（金）

学校に通わなくなり、生活のリズムが狂ってしまいました。
ま

た登校できるようになるか不安です。

屋市︶は︑６月の﹁春の陣﹂ 出るとあって︑お互い密

藏野先生

「通信制高校」
という選択

３年ぶりの開催となっている北國花火2022−。多くの方が安心安全に花火を楽
しめるよう、感染症や熱中症の予防対策にご協力ください。
また、金沢大会と川北大会
は会場周辺に駐車場や無料駐車場がありません。金沢大会はJR金沢駅金沢港口（西
口）
と西部緑地公園内から、川北大会は県営手取公園右岸園地と西部拠点から、
それ
（帰りのシャトルバスも運行します）。いずれも運営
ぞれシャトルバス（※）が運行されます
協力費500円（小学生以下無料）
となっているので、気軽にご利用ください。

厚生労働省の
接触確認アプリを
活用しましょう

ソーシャルディスタンス
確保にご協力ください

会話は小声で、短めに
会話は小声でお願いします。大
声は控え、感動の表現は拍手で
お願いします。

できるだけワクチン接種を
ワクチン接種が可能な方はできるだ
け接種を済ませた上で来場ください。

以下に当てはまる方はご来場を
遠慮いただきますようお願いいたします
●海外渡航歴のある方

大輪の花火が夜空を染め上げる北國大花火2019川北大会＝川北町の手取川河川敷
（多重露光）

ご観覧日より２週間前以内に海外渡航歴のある方は来場してのご観覧をご遠慮ください。

熱中症対策
涼しい服装で

こまめに水分と
塩分の補給を
熱中症予防には、こまめな水分補
給が重要です。汗をかいたら、塩分
も適度に補給しましょう。

日没後も気温が高
い状態が続く可能
性があります。涼し
い服装でご来場く
ださい。

●感染している方

新型コロナウイルス感染症に感染された方で症状がなくなったと感じられた場合でも、
医療機関や保健所から療養終了の判断が出るまでご来場はご遠慮ください。

●濃厚接触者

保健所より新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判断されてから
１週間以内のご来場はご遠慮ください。

●体調のすぐれない方

37.5℃以上の発熱がある場合や、咳・頭痛・体のだるさ・のどの痛みなど
風邪のような症状がある場合、味覚や嗅覚の異常や食欲不振などの
体調不良が感じられる場合。

●同居のご家族が上記に該当する方
●マスクをお持ちでない場合や、マスク着用にご協力頂けない場合

〈5〉

〈4〉

か

本を読んで感じた気持ちを書いてみよう！

ライバルが少ないから︑県内
優良企業に早く就職できる

が次の年の求人募集に繋

名の学生に対して１００ がり︑良いサイクルが生

その独自性により︑毎 からの評価も高く︑それ

社以上の企業から当校に まれています︒

年︑就職を希望する約

器を導入し︑授業内容の

求人募集が届きます︒県
ま た︑よ り 高 い 技 能・

約６割が実習で構成され

ポリテクカレッジ石川
オープンキャンパス2022
製造現場で重要な加工技術や技
能、設計要素や機械制御を身に
付け、創造性のある実践技能者
の育成を目指します。

組込みシステムのハードウェアと
ソフトウェアの融合分野を担うこ
とができる実践技能者の育成を
目指します。
体験
授業

形状や文字などの加工データを作
成し、NC工作機械による自動加工を
体験してみましょう。また、コンピュー
タで設計するCADも体験します。

LEGOロボットの制御プログラム
作成や、マイコンを使った電子工
作など、楽しい体験授業を予定し
ています。

オープンキャンパスの詳細やお申込みは
ホームーページ または お電話 にて
https://www3.jeed.go.jp/ishikawa/college/

ポリカレ石川
対面型
10:45〜15:30

学校説明・施設見学・体験授業
学食体験・個別相談など
（送迎・昼食無料）

第1回
第2回
第3回
第4回

家族が好きな本なら、
きょうみがわくかも！
https://www3.jeed.go.jp/ishikawa/college/

制作協力／熊本リビング新聞社

入校生の約７割が普通

教えてくれたのは ▶ 尾形圭子さん：ヒューマンディスカバリー・インターナショナル代表取締役

体験
授業

②「どんな本よんでた？」
って
保護者の人に聞いてみるのはどう？

科高校出身で︑女子学生

取材協力／熊本市立北部中学校 教務主任
田中 隆太郎先生（国語科）

「青少年読書感想文全国コンクール」の
課題図書があるよ！ 先生や保護者の
人に教えてもらおう

も頑張っています︒学校

「本を読むことは、新しい自分への第一歩。
『知らないこと』への好奇心や、
人への共感力・想像力が養われます」

①「課題図書」
から選んでみよう！

に併設した学生寮も完備

「感想文を書く上で一番大切なのは、読んだ本の中で、
『お
もしろい』
と感じたその感性を大事にすること。上手に書
こうとせず、感じたことを素直に表現できるよう、サポー
トしてあげて下さい」

かだいとしょ

しており︑遠方の学生で

素直な感性で、
「 興味」や「気付き」を
得ることが読書感想文の目的です

オープンキャンパスは

保護者の皆さんへ

読みたい本がない時は…？

○○〇っていう本
がすきだったな〜。
□□□なところが
おもしろいよ！

も安心です︒

完成したら、保護者の人や、
先生に
読んでもらうと◎

今年度︑対面型とＷＥＢ

【おわり】

職率は毎年ほぼ １

の
「学んだこと」
・
「生活に活かしたいこと」
で感想文をしめくくる！

＊文章がうまくつながるように、
自分なりにまとめてみよう

「失念しておりました」

約束を忘れてしまったとき「忘れていた」では少々子供っぽいですね。「失念」の前後に丁寧に
謝罪の言葉を入れて大人の対応を。相手の顔が見えない電話やメールのときこそ気をつけて。

型を用意しています︒対

の
「気持ち」
や
「どうしてそう思ったか」

ことば美人は

面型では︑１日で施設見

【な か】

＊１枚目まるごと「はじめ」…など、
長くなりすぎないように注意

「すっかり忘れていました」
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オープンキャンパスを開催中

学や両科の体験授業に参

【はじめ】本をえらんだ理由やきっかけと、
本のあらすじ

言いがちなのは

加 す る こ と が で き ま す︒

実際に書いてみよう！

是非︑就職に強い理由を

じっさい

●石川サンケン
●石野製作所
●岩本工業
●澁谷工業
●PFUテクノワイズ
●発紘電機 ほか

確かめに来てください︒

か︼

︻はじめ︼

︻な

︻おわり︼

〜 でアイデア
がまとまったら

フリーランスライターとし
て、
「ケータイ Watch」な
どの各誌に記事を執筆する
一方、ネット番組「法林岳之
のケータイしようぜ !!」も配
信中。著書は「できる ゼロ
からはじめるパソコン超入門
ウィンドウズ 10 対応」など

０ ０ ％ を 達 成 し︑

例③『練習がきつくて投げ出したい時もあります。
でも、○○は走
り続け目標を叶えました。ぼく
（わたし）
もくじけそうな時は○○
を思い出して諦めない心を持ち続けたいと思います。
』

例③『○○が△△したことから、この物語のテーマは「努力することの大切さ」
だと感じました。ぼく（わたし）も部活の大会で入賞したとき、毎日練習したから
努力は大切だと思います』 ＊テーマ＝作者がいちばん伝えたいこと

多くの学生が早期

テーマを読み取った部分と、自分の体験を入れてみる

法林 岳之さん
（ほうりん・たかゆき）

に内定を獲得して

小学高学年以上
はチャレンジ！

令和４年度
就職先企業一例

読んだ本の「テーマは何か」考える

例②『□□の弟がケガをしたとき、□□はおもちゃをかしてあげま
した。
その時、□□はほんとうのお兄ちゃんになったんだと気付き
ました。
』

い ま す︒修 了 後︑

自分の行動をふり返り、登場人物と同じ所・違う所を探す
例②『□□はおもちゃを弟と取り合ってお母さんにおこられます。
ぼく（わたし）もよく兄弟とケンカして怒られるので□□の気持ちがわかります』

石川県内のものづ

例①『ぼく
（わたし）
も○○みたいに、
これからは勇気をもって、
ニガテなことにもチャレンジしていきたいと思います。
』

し︑就職先の企業

例①『○○は△△△します。もし、ぼく（わたし）が○○なら、
こわくて△△△できないかもしれません』

くり企業で活躍

「もし自分が登 場人物ならどうするか」と考えてみる

る実践的なカリキュラム

で考えた内容をもとにして「気付いたこと」、
「これか
らこうしてみようと思った」…などを書き出してみよう

登場人物と自分を比べてみる

内優良企業に就職する学 技術を身につけ︑四年制

かんが

名定員の少人

い

と︑１科

せいかつ

学んだこと、生活に活かしたいことを考えよう！

生も多く︑四年制大学に 大学卒業と同等の条件で

まな

数制による学生の個性に

かんが

入学して厳しい就職倍率 就職するために︑北陸職

り ゆう

合わせた個別指導によ

き も

で書いた気持ちの理由を考えてみよう！
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をくぐり抜けるより︑少 業能力開発大学校︵富山

か

□「さみしい・こわい・いやだ」など、マイ
ナスな気持ちもありのままに書いてだ
いじょうぶ！

り︑企業の即戦力となる

…など、何でもOK！

感動した

ピンポイントで
心にのこった所
を見つけよう！

ないライバルの中で一足 県魚津市︶応用課程へ進

かなしかった

こうした大規模な障害は、2018年と2021
年に別々の携帯電話会社でも起きていて、
各社では障害を防ぐため、普段から設備の
監視やメンテナンスを欠かさないようにし
ています。ただ、携帯電話のネットワーク
が高度化し、複雑になってきたため、設備
のわずかな不具合で、想定外の障害が起き
ることがあります。
もし、今回のようにスマートフォンや携帯
電話が使えないときは、まず周囲のユーザ
ーにも起きていないか、各携帯電話会社の
ホームページなどで障害が告知されていな
いかを確認してみましょう。
また、障害が起きたときでもWi-Fiに接続
すれば、インターネットが利用できるので、
各携帯電話が提供するWi-Fiサービスに登録
したり、付近のWi-Fiスポットを確認してお
くことをおすすめします。
障害が起きないことは重要ですが、万が
一のときに備え、もうひとつの通信手段につ
いても考えておきましょう。

ものづくり現場に直結し

ふしぎだった

かんどう

7月初旬、携帯電話の全国規模の障害が発
生、
報道などでも大きく取り上げられました。
ネットワーク設備をメンテナンスするときに
機材に不具合が生じ、連携する他の設備に
も影響が拡大したことで、復旧に約3日間を
要する大規模な障害になってしまいました。
今回の障害では、音声通話とSMS（ショ
ートメッセージサービス）が使えず、データ
通信も多くの回線で利用できなかったため、
携帯電話やスマートフォンが利用できない
だけでなく、110番や119番などの緊急通報
に発信できず、一部の金融機関のATMが使
えないなど、さまざまなサービスにも影響
が出ました。

早く就職先を決められる 学することも可能です︒

わくわくした

「このばめん！」
「このことば！」

た 技 能・ 技 術 を 習 得 す

たのしかった

メリットがあります︒就

すごかった

ることができます︒

おもしろかった

携帯電話会社のWebページやニュース、SNSで確認
万が一のために、もうひとつの通信手段を準備しよう

□ 本をよみながら、心にのこった所にふ
せんなどをつけておくと、読みおわっ
てから考えなくていいから楽チン！

テクニシャン
石川職業能力開発短期大学校 ものづくりの実践技能者︵ ・エンジニア︶を育成

き も

ものづくり企業への就職に強い
ポリテクカレッジという選択

かん

生産技術科と電子情報

よ

穴水町由比ヶ丘にある 石川︶は︑厚生労働省所

ほん

スマートフォンがつながらない！
そんなときはどうすればいいの？

技 術 科 の ２ 科 が あ り︑
Ｄ

ニガテなお子さんも多い、夏休みの宿題の定番「読書感想文」
作文を書き始める前に、下の 〜 のステップで、自分の考えをまとめてみましょう！

石川職業能力開発短期大 管の県内唯一の２年課程

学 校 ︵ ポ リ テ ク カ レ ッ ジ の工科系短期大学校です︒ Ｘ に 対 応 し た 最 新 鋭 の 機

本日の解説

第5回

７/16
2022 ８/７
2022 ８/27
2022 ９/11
2022 12/18
2022

☎0768-52-1323
オンライン
①10:00〜11:55
or
②14:00〜15：55

学校説明・科別説明・個別相談など

第1回
第2回
第3回

６/26
2022 10/１
2023 ３/19
2022

是非参加して、就職に強い
秘密を確かめてください

通信制高校

不登校の中高生
高校中退者
の保護者など、
どなたでも参加
できます

8月27日㈯

会場

北國新聞会館

入退場自由︒参加無料なの

相談会は申し込み不要で︑

で︑気軽に来場してくださ

また︑通信制高校は︑さ

まざまな理由で不登校にな

詳しくは二次元コードから案内しています

った人の︑受け皿として機

あなたもアンケートやモニターに参加を

リビングファン募集中！

自 分に合 う 学びのスタイル
新たな進 路を見つける 第 一 歩に

ック」
の中でも更年期が対象の
「メノテック」
にも注目です。

こくリビング新聞社＝☎０

期についての知識をつけたい」
と思っています。
「フェムテ

相談会は︑こうした現状

に
「更年期」
への不安は63.4%。85.4%の人が
「もっと更年

日︵土︶午後１時から︑

91.2%の人が何かしらの悩みを抱えている結果に。特

会﹂
︵北國新聞社後援︶を︑ 能している側面もあります︒ い︒お問い合わせは︑ほっ

７６︵２６０︶３４０６＝

他…2％

８月

を受けて実施されます︒対

なし…8.8％

…14.4％

なんとなく
知っている

「フェムテック」
の意味や内容を知
っている人は35%。65%の人が
「よ
くわからない」
と思っています。

…20.6％

聞いたことがある
●女性にとって避けて通
れない生理や更年期の悩
みを解消できる方法があ
るのなら、積極的に取り
入れたい。
（41歳）

学び方が多様化している

金沢市の北國新聞会館で開

ダイエット…16.8％

今︑通信制高校の利用者が

増加しています︒ほっこく

まで︒

月経…17.6％

また︑会場では教育講演

象は︑不登校の中学生や高

ムプランなどの作成・発送、プレゼントの送付のみに使用します。以上
同意の上、
応募ください。

校 生︑高 校 を 中 退 し た 人︑

料金は発生しません)。 ※すでに他社でリフォームの契約が決まって
いる人の応募は不可。※応募された個人情報は、協賛各社のリフォー

催︒関心のある中高生と保

りません。 ※具体的なリフォームブランや見積もり作成などのため、
協賛各社から問い合わせ・連絡が入ります。※より正確なプラン作成
や概算見積もりのために、 現場調査・診断などが行われます (実施に

護者の皆さん︑どうぞご参

※応募多数の場合、
リフォーム予定日が早い人からの対応になりま
す。 ※当応募によって何らかの契約費用の請求が発生することはあ

リ ビ ン グ 新 聞 社 は︑﹁第 ２

■上記リフォームに対する予算 □
万円〜
万円程度
□いくらかかるか分からないので、
最低どの程度必要か教えてほしい

）

問い合わせ TEL.076-260-3406（平日10:00〜17:00）

回通信制高校合同個別相談

（

https://bit.ly/3gBkMED

会も実施されます︒こちら

図などの資料を一緒に送るのも可（返却できないのでコピーなどで送付を）
（例…脱衣所の床がふかふ
かしているような気がする）

からお申し込みください。
右の二次元コードからも
アクセスできます。

は事前申し込みが必要︒詳

■リフォーム希望部位の現在の状況、希望するリフォーム内容をできるだけ詳し
く記入してください※別の紙に書いても可 ※必要に応じて、希望部位の写真や間取り図、敷地

生活習慣病など…34.2％

WEB申込み 下記アドレスの専用フォーム

転学を考えている人と︑そ

）

ファクスあて先 FAX.076-260-3407
「リフォームプランプレゼント」
係

の保護者など︑どなたでも

（

メンタルヘルス…38.4％

文部科学省によると︑通

■同居している家族構成を教えてください（複数回答可）
□父母（義父母）と同居 □子どもと同居 □夫婦2人 □一人暮らし □そのほか

■どの部位のリフォームを希望していますか？（複数選択可）
□全面改装（建て替え含む） □間取り変更 □増築 □耐震補強 □外壁
□屋根 □キッチン □浴室
□トイレ
□リビング・居室
□収納
□オール電化
□介護・バリアフリー化
□庭・外構（門・塀・駐車場含む）
□そのほか

婦人科系疾患…48.6％

ほっこくリビング新聞社「リフォームプランプレゼント」
係

知っている

知らない
…43.2％

しくは左をご覧ください︒

□できるだけ早く □半年以内 □1年以内
□予定はあるが時期未定 □現在は予定無し

﹁個別相談ブース﹂では︑

□無し

）

）

更年期障害…63.4％

参加できます︒

月ごろ）

（

この先不安に感じている
女性特有の悩みはありますか？

信制高校の生徒数は２０２

（施工個所は

年

さまざまな校風・特色を持

□あり（施工

月ごろ竣工

万人を突破︒今

■過去のリフォーム歴

年

人 に １人 が 通 信

西暦

■リフォーム予定時期

■リフォームを考えるようになった理由は？

Q

０年度に

郵送あて先 〒920-0919金沢市南町2-1（8階）

連絡可能な曜日と時間帯

■築年月

やおよそ

ファクス

）

つ 通 信 制 高 校 ４ 校 が 集 合︒

※応募者の情報は協賛各社に提供され、設計プランは各社

（

各校の担当者に学校の様子

−

Eメール（携帯アドレス可）

■建物の所在地

一般に︑通信制のメリッ

い。
WEBでも応募可。
締め切りは8月31日
（水）
消印有効。

□一戸建（
造
階建） □分譲マンション
□そのほか
□応募者住所と同じ □応募者住所と異なる
〒
-

制で学んでいる計算です︒

要事項を記入して、
封書またはファクスで申し込んでくださ

より直接送られてきます

■住居形態

専門家に聞きました

「フェムテック」
って何？

「フェムテック」
を知っていますか？

上記協賛各社が設計プランを無料で作成。隣のシートに必

年齢

【リフォーム 応募シート】 □にチェックマークを

や学習の仕組みなどを聞け

名前（ふりがな）

電話番号（携帯電話可）

“フェムテック”って知っていますか？

メディアやSNSなどで話題の「フェムテック」。どのくらい認知度があり活用
されているのか、リビングファン500人に
「フェムテック」
についてアンケートを
実施しました。読者の声を紹介します。
※アンケートは2022年7/1〜 4にWebで

https://www.kensyo-r.com
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生理・妊娠・出産・更年期…私たちの体の悩みをサポートするテクノロジー

に聞きました

申し込みは、封書またはファクス、WEBで

↓このシートに記入して応募を！
（コピー可）
〒

１３
：
４０〜 松陰高等学校
１３
：
５０〜 アットマーク
国際高等学校
１４
：
００〜 トライ式高等学院
１４
：
１０〜 精華学園高等学校

実施。
有効回答数500

キリトリ線

住所

金沢市割出町606-1

16 20

どなたでもご覧いただけます

リビングファン

1 0120-816-406

トは︑自分の時間がつくり

http://www.sakura-inc.net

高 賢一さん

輪島市出身。石川県内公立中学、高
校の教師などを経て現職。不登校・
いじめ問題の相談活動に積極的に
取り組んでいる。著書に
「家庭で役
立つ10代子育てのヒント」
など。

﹁パンフレットコーナー﹂

野々市市三納2丁目145番

金沢学院大特任教授で
公立高校スクールカウンセラー

学校紹介
プログラム

や す い と い う 点 で し ょ う︒ るチャンスです︒

https://www.antol.jp/

右の二次元コードを読み取って、
専用の応募フォームに必要事項
を記入して応募してください。

❷

その時間を活用して芸能活

金沢市近岡町101-1

●講演会の申込方法

ステージ
イベント

能︒﹁不 登 校 の 親 の 会 相 談

www.sokkuri3.com/kodate2

1 0120-930-872

思春期を迎えた子供とのコミュニケー
ションは難しいものです。スクールカウ
ンセラーの高賢 一さんが、それでも親
として、ぜひ子供に伝えてほしいことを
訴えます。

動 や ス ポ ー ツ に 打 ち 込 み︑ では︑各校の資料が入手可

金沢市西念4-19-36

1 0120-05-8838

午後1時から同1時40分までは
「教育
講演会」
を開催。金沢学院大特任教授で
公立高校スクールカウンセラーの高賢
一さんが講師を務めます。講演後、通信
制高校による学校紹介プログラムがあり
ます。
教育講演会は事前申し込み制で、先着
30人まで。8月19日（金）が締め切り日
なので、早めに申し込みを。マスク着用
でご参加ください。

講演内容

高卒資格を取りながら︑夢

教育講演会

を目指す人も多いようです︒ コーナー﹂もあります︒

☎076-233-3400

14:30〜16:00

●珠洲カフェ ●ホットミルク ●やすらぎの会
( 五十音順 )
●ワンネス親サークル キナリ

参加者募集 事前申し込みが必要です

﹁そろそろわが家 もリフォー

協力
企業

ムし たいな ﹂
﹁ ど れ く らいの費
用 がかかるのか知 り たい﹂
﹁対
応が良くて︑良心的な会社はど
こかしら﹂などと悩んでいるな
ら︑ぜひ本企画をご利用くださ
い︒あなたの要望を下記の応募
用紙に記入して︑リビングかな
ざ わへ送 る だ けでＯＫ︒リフォ
ームで 高い実 績 を誇る４社が︑
無 料 で 同 時 に﹁ プ ラ ン 提 案 ﹂
﹁ 各 種 適 切 なア ドバイ ス﹂
﹁概
算 見 積 も り ﹂を 作 成 し て く れ
ます︒
複数社に依頼することで︑納
得のいくリフォームにつながり
ま す ︒さ あ ︑快 適 な わ が 家への
第一歩を踏み出しましょう！

企画／ほっこくリビング新聞社

「不登校の親の会」
相談コーナーなど

「不登校の親の会」相談コーナー

●テーマ／
「思春期の子供たち
に伝えたいこと 〜不登校は
負け組ではない〜」

4種類のリフォーム・リノベーションプランが自宅に！ 心強いパートナーを探すお手伝い

内容 パンフレットコーナー、

●アットマーク国際高等学校 ●松陰高等学校
●精華学園高等学校 ●トライ式高等学院

❶

リフォーム&リノベーションの
プランを無料でプレゼントします！

通信制高校個別相談会、教育講演会、

赤羽ホール駐車場ま
たは公共交通機関を
金沢市南町2-1［２０階ホール］ ご利用ください

１３
：
００
〜１３
：
４０

■後援／北國新聞社

加ください︒

▶第１回相談会で教育講演に聞き入る参加者のみなさん

13:00〜16:00

■主催／ほっこくリビング新聞社

通信制高校「個別相談会」13:00〜16:00

ステージ
イベント

入場
無料

合同個別相談会

転学希望者

開催
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第２回
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…21.8％

基礎体温計、布ナプキン、骨盤
底筋トレーニンググッズなど、実際
に
「フェムテック」
商品を利用した経
験がある人は57.2%。
「フェムテッ
ク」
と知らずに使っている人も。

●生理予測のアプリを使うようにな
ってから生理の周期だけではなく体
調管理も出来るようになり不安が軽
減されたので、こういったテクノロ
ジーは嬉しい。
（32歳）
●生理や妊活・妊娠時にアプリを利
用していた。
（37歳）

●テレビでフェムテックについて見た
事があるけれど、具体的な内容が把
握しきれていない。
（46歳）

77%の人が
「フェムテックをもっと知
りたい」
と回答。

●保守的だった自分のティーン時代
から、フェムテック商品も進化してい
るので、娘に伝えていきたい。
（36歳）
●女性が社会進出を果たす上で体の
不調を少しでも和らげるのは大切な
こと。実際にどのような仕組みや商
品があるのか興味がある。
（61歳）

「Female
（女性） 」
と
「Technology
（テクノロジ
ー） 」
を掛け合わせた造語で、女性特有の体や
心の悩みを解決するための商品やサービスを指
します。月経用品、妊娠・不妊・避妊、授乳・育児・
産後ケア、婦人科系疾患、更年期、セクシュア
ル・ウェルネスなど多岐に渡ります。

月経周期の予測、ピルのオンライン処方、カウ
ンセリングサービスなどの“テック商品”だけでなく、
吸水ショーツ、バストやデリケートゾーンのケアア
イテム、月経カップ、サプリメント、ホルモン検査
キットなどの“プロダクト”も
「フェムテック」
です。

どんなものが
あるの？

更年期向けのフェムテック
「メノテック」
「Menopause
（更年期）
×Technology
（テクノロジー）
」
で、
「フェムテック」
の中でも更年期をサポートするものを
「メノテック」
と言います。更年期障
害の相談サービス、デリケートゾーン向けソープや保湿剤、尿もれ予防の
ための腟トレーニングアイテムなどさまざまなものがあります。更年期は
一般的に45 〜 55歳の10年間とされていますが、プレ更年期として30代
後半から疲れやすさや不眠、生理周期の乱れなどの症状が出てくる人も。
女性ホルモンが影響する症状は個人差が大きく、悩みを相談してもパー
トナーの理解や同性の共感を得られず
「自分が悪いのではないか」
と孤独
を抱えてしまう人が多くいます。また、更年期は
「責任世代」
と重なるため、
ストレスで症状が悪化することも。一人で抱え込まず、カウンセリングや
相談サービスを活用するのも、上手に更年期を乗り越えるコツですよ。
更年期カップルコミュニケーション支援アプリ
「よりそる」
代表 高本玲代さん
NHK「あさイチ」をはじめメディア紹介多数。
Twitter
「@Akkyo819」で更年期情報発信中。
よりそる https://uni-que-inc.com/your/yorisol
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