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西住　克久

開　昇

八幡　秀治

細川　泰威

丸岡　伊佐雄

宮本　正行

村　　威八
重塚　義明

■虚業・厨紆サボ」タ一　軍慧軍…篭芸

笹谷商事株式会社　宮下ポンプ店

演屋織物㈱　　　　等伯芸

北島屋茶店　　　　㈲斉藤印刷出版

◆隊員を募集しています！

隊員責（年産額月詣諾温ぞ孟宗苧㌣ミづ

◆サポーターを募集しています！
新聞の購読料を『協力金』としていただき、活動を展開してい

ます。

協力金（年度額）面露人1ロ以上　　　500円以上
・1□：500矧　☆企業・恵体　4□以上　2．000円以上

○サポーターには年3回発行の『城址小丸山新聞』をお届け
0サボ一夕仙名を新聞に掲載く掲載しないことも屈指か
○協力金の納入は添付の郵便振替か、隊員にお渡し即います

・．・適結・享「＿　一、十

省等帝都ます濁琴卜閣撥酋琴嘗詑腰も昔健
1されました

認意者の濾闇文末俵は簡和義守れ席第月に
霊罵稀府名営市民に推挙連れ故郷のために瑞
幻逢わだ盲ですノ．

淫立番　池田　文乗ぐ蒸中部盲榊県人貴会畏）
も罵軍出身、お宅市名営市民

護憲考　養護和質す芝草四月二十二日
等藁養老　窮母　滋学

芸、文学博士、賞占腰市中川区在住）

転　写才　孝封影石

r前沼和寒公窮豊大濠四百年記念祭」が憾

葦義十番年先月十三日第十公儀濫て執り督
狩れましたソ

来賓に前房寮第十七代当意前田利漣氏と
汐芋夫人驚招き、その際に頚芋党人が詠凍れ

茫祭を記念碑として翌年詳葺しましだ「

淫立番　前日私家公能登Å簸四百年詑藩祭
実行重義会

津蔓猪　狩葉蘭儀十も琴13月

渾養老　郡長　旗手
義　一攣　∴希書蔓

寧団は、煩亀山公園にある転磯と歌碑酢柳部を韓打　席「
散歩がてらに石碑巡りをLTはいかがです軌

聴温か尊掬とは…

菜繋告隼も里詰照う嵩犀に魚津釣、主監兢

蔓怨む家勘烹軋勲詳密鵜毛と廟宣とし号藩
推しました．

京に上り狩野派と技を競いついには、罠長
川派各怒て桃山画壇の嶺高峰課で昇った入
物です、茶房も顎千利休との絹交毛深く蓬らに

駄徳川家康の矧こ毛馬蓬召喚に銘じて主［戸
に下った野間怒な引轟を得て靡鼠十義年
竜府中11二二円二日1肛け　ノ　亘津l．・た

有名な作品は松棒鰍洋風攣桜艶、観塵取だ
があります，
なお、今時彊豊後摘百中蘭▼封凝期にあ

たl二‾I守習

戦国丸底　館野利家

飯食革あ　せ尾骨

覧鴬市制≡十寒等記念の蘭頭として城まま主
唱と明せて呼11されました

郷意の償末裔画家である等倍賓も蕪の財
産と享ノて葬影し練持ています′

静甘賓∴矧闇　漱射兎頬筋を附猟人象象鍬
樹齢咄風月濾恕割卵機

落差琴　埼和掴キ慧窄銅指
様寒害　烹屡　次鶉

石　璽　轟哀用の自照蒋

日時 �場所■配布先 �　　　　盲 内容　　J 
H21．4，1 �公共施設、県外大 学、県内外市区町村 �城址．中丸山新間第14号発行　を 発行軒数800鮮 

ぎH21．4．4～ 】 118 �小丸山公園 �小丸山今昔写真展 今と昔の写真25枚、年表3枚展示雫 

一　H21．4．12 �小丸山公園 �小丸山さくらまつりでPR活動 

新臥散策マップの配布　　　蒼 
H21．6．17 �情報処しるべ載 �平成21t年度定期挺会　　　　… 

H21月．1 �公共施設、県人会、 �城址　中丸山新闇第15号　発行 

県内外市区町村等 �発行部数424部 
H21．10，15 �小丸山小学校 �第1回「前田家ゆかりの小丸山城」 

小丸山小学校6年生83名歴史授業 

H21．10．22 �小丸山公園 �第2回r前田家ゆかりの小丸山城」 

小丸山小学校6年生83名歴史授業 

H21．11．15 �小丸山公園第一公園 �第5回小丸山ぴかぴか大作戦壬3　吾 　　　　　　　　　　1 

名参加　　　　　　　　　　　　　【 
H21．12．1 �公共施穀、県人会、 �城址　小丸山新聞第16号　発行 

県内外市区町村等 �発行部数721部　　　　　　　豊 

収支決算
収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

番号 �摘要 �金銀 �妄　　備考 
1 �昨年度繰越金 �292，164 � 

2 �隊員会費 �12，000 �H20、日21分・卓 

3 �協力金 �83，380 � 

4 �利息 �81 �l 

5 �補助金 �100，000 � 

合計 �487，625 � 

番号 �摘要 �金額 �備考 
1 �協力金振込手数料 �0 � 

2 �新聞製作・配送費 �58，018 � 

3 �案内看板 �169，050 �忠魂碑跡看板 

4 �ぴかぴか大作戦 �9．398 � 

5 �その他（景品） �2＄，689 � 

合計 �263，155 � 

●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●●　●●●●　●　●　●　●●　●●●●　●●■　●　●●　●●■　●

※個人、企業共に年間通じて氏名を掲載
※口数不掲載、50苗順で掲載

可能な方は、お名前の掲載にご協力ください！

4月10乱筆岬公館内にて藩命を迎見つつある小丸山
公l割の指について、現状を知㌻JTもらうためのチャリティ
刷コツ登仙卜を開催し渡しだ．．

ギターとハイオリノに．†二．るアユオr一ジュスカ・クランへ
・－ルJの2人や反晒出演としてr、ォルビスNANAO管弦

楽団」の協力のおかけて約150名もこ来場いただきまし
汚
し＿つ

コンサートにこ協力いただきま
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三二⊥
H24年1月21日現在

赤倉繊郎、安藤ハ雄、石橋昌平、姥浦喜一、

桂撤男、金井久美子、金川佐和子、川浦信夫、
川尻外美、瓦力、木下敏夫、蔵野ソ工手、

索藤秀夫、佐藤一郎、鴨島幸子、武田正、

武元文平、堂谷内信夫、西住克久、閣昇、
ハ崎秀治、初見清、半日昭紀、比良圭次、
平坦嘉則、虞瀬末治、堀岡啓喜、前日龍、

松谷みどり、村威八、室塚義明、森山咲智子、

山岸あき子、山口進、米沢とし江、米村みさ子

∠ゝ
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■盛者・邸ケポ」タ一
日24年1月21日現在

北島屋茶店　　　　宮下ポンプ店

さいだ花店　　　　笹谷商事株式会社

すみれ美容室　　　㈲斉藤印刷出版

等伯会

※個人、企業共に年間通じて氏名を掲載
※口数不掲載、50音順で掲載

可能な方は、お名前の掲載にこ協力ください！

毎年恒例の歴史授業を開催しました。

今回は御祓中学校の生徒74人を対象に市文化財課職
員を講師に招き、今も残るお城の堀や商人町・職人町の
こと、昔の町名などを学び郷土の歴史について理解を深
めました。

授業の成果としてテストを実施しました。

■テストの結果■
平均点　約75点
百点を取った生徒数　4人（73名中）
特徴　御祓川は、お城の堀であると97％の生徒が正

解しました。

生まれ育った七尾への愛着を深めるためにも、この
授業を毎年継続していきたいと思います！！

◆隊員を募集しています！

隊員賛（年度額）諾㌫謡芸駕言去苧㌢ミウイン

◆サポーターを募集しています！
新聞の購読料を『協力金』としていただき、活動を展開してい

ます。

協力金（年度額）☆個人1ロ以上　　　500円以上
り口：500円）　☆企業・団体　4日以上　2，000円以上

○サポーターには年3回発行の『城址小丸山新聞』をお届けします。
○サポーター名を新聞に掲載します。（掲載しないことも可能）
○協力金の納入は添付の郵便振替か、隊員にお渡し願います。

前田利家出せ城　中丸山城（石川県七尾市）　皆様のおかげで、城址小丸山新聞は第21号を迎えました！身近にある小丸山公園に光をあてて、これを
活かしたまちおこしに取組んでいます。

今回は、これまで雑草が生い茂り空き缶等が捨てられていた、前田利家も通ったかもしれない愛宕小路の

整備をしました。次は公園への案内看板を増やして行きたいと思います。

費倉小路の登偽
昨年11月に魚町から公塵の相撲場につながる利家公

も通ったかもしれない通称「愛宕小路」に木質チップを
敷きました。

これまで、雑草が生い茂っており観光客にはお勧めの

出来ない道でしたが、歴史的な風情を残した道に整備し
ました。

この道は、敵が攻めにくいよう幅が狭く、曲り角があ

るのか特徴です

作業にあたり、こ協力いただきました住民の方にはお
礼申し上げます。

ビュースポット

これまで、樹木に枝葉やつるが生い茂っ

ていたため第一公園から、七尾の町と港を

十矧こ望むことが出来ませんでしたが、市

役所のご厚意により昨年11月にこれを撤
去していただきました。

能登島まで望める場所として、一新たな観
光名所になる場所です。

これからもこの風景を残していきたいも

のです。

大河ドラマから十キ

今からちょうど10年前の平成14年1月は、NHK大河ドラマ
「利家とまつ～加賀百万石物語」が放送されたときです。

同時期には、金沢城内において、「加賀百万石博」が開催され、約
156万人の来場者とその経済効果は、786億円（日本銀行金沢支店

試算）とされ、地域経済の活性化に結びつきました。
これは、行政、経済団体、市民ボランティアが一体となり、地域

を盛り上げた成果です。

そして、七尾市では平成13年10月に大河ドラマ放送を記念して
小丸山公魔に、【前田利家松子之像】を建立しました。

利家像は、事を城下に向ける構図で、夫婦の国づくりに励む姿が
表現されています。

慧≡〒≡〒‾‾喜l毒
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左の写真は、青色の写
真と同じ場所から撮影
したものです。

撮影時期は昭和初期と
思われ、左下に見
大きな建物は明治
年に再建された、鹿
郡役所です。昭和五競
年頃に解体された後
は、図書館として建設
され、現在は、史料室
となっています。

喜一に‥什臣等


