
◆イベントや市内施設などで、子どもからおじいちゃん、 

  おばあちゃんまで楽しめるマジックを披露しています。 

  いつでもどこでも出張マジックします。 

◆さまざまなご要望に対応できます。 

 「マジック」 「バルーンアート」 「歌謡舞踊ETC」 

【 伝統・芸術・歴史】 
 

いつでも、どこでも 

マジック！奮闘中 

南野 康男 みなみの やすお 

 高坂町在住 

●ある時はトーマスナンノ、ある時はトーマスと 

 ゆかいななかま、ある時は能美マジック教室 

 として、活動しています。 
 メールアドレス thomasna@silver.plala.or.jp 

File-1 

   機関車ﾄｰﾏｽは 
あなたの町に出張します 

認定登録：平成26年2月 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 自然・環境保全・エコ】 
 

能美の里山の木の恵みを 

“炭々まで”活かす 

お炭会 おすみかい 

和気町在住 

 

◆ 能美の里山ファンクラブの関連団体として、里山の保 

  全活動をしています。 

◆ 間伐した里山の木を炭にして（製炭）、その時に出た 

  粉炭や木灰木酢液も販売しています。炭づくりによる 

  循環型社会を実践しています。 

 

お炭会の 

（上）間伐作業風景 （中）和気小学校と協働で実 

施した炭づくりを学ぶ出前講座 （下）出前講座で 

は、子どもたちと一緒に炭を使ったクラフトづくり 

File-2 

●カブトムシなどを飾り炭にするワークショッ 

  プを市の小学校で出前講座として指導。  

  子どもたちに楽しく循環型社会を学んでも 

  らっています。 

 

●桜のチップを使って簡単な燻製器でおい 

  しい燻製づくりの指導ができます。 

 

●竹で茶道で使う茶さじづくりの指導ができ 

  ます。 

 

●ドライフフラワーをたった３分ほどで 

   色を落とさずにつくる指導ができます。 
 
団体ホームページ 

http://www.nominosatoyama.com/ 
活動紹介 

http://p.tl/W6FX  
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominosatoyama.com/
http://www.nominosatoyama.com/
http://p.tl/W6FX
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 伝統・芸術・歴史 】 
 

大長野地づき音頭、 

唄って踊ってみな元気！ 

大長野地づき音頭保存会 
おおながの ぢづきおんど ほぞんかい 

大長野町在住 

 

◆大長野町に伝統的に伝わる郷土芸能の「地づき音 

  頭」（土間打ちの作業歌）の保存活動をしています。 

◆踊り手、唄い手が増えるよう公演活動をしながら会員 

  募集をしています。 

 

 

保存会の 

（上）文化芸能祭での公演風景 （下）会員は随時 

募集中。毎月第１月曜日に大長野公民館で練習  

（見学の際はご連絡ください） 

File-3 

● 大長野町在住の会員が講師になり、地づ 

  き音頭の踊り方、唄い方を指導できます。 

 

● 地づき音頭の歴史を語ることができます。 

   

● 地づき音頭の出張公演を承ります。 

  家を新築する際の地鎮祭に呼んでください！  

  
 
活動紹介 

http://p.tl/qJqo 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://p.tl/qJqo
http://p.tl/qJqo
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 伝統・芸術・歴史 】 
 

九谷焼オカリナ演奏で、 

あなたの心を癒します♪ 

山﨑 豊行 やまさき とよゆき 

大長野町在住 

 

◆九谷焼製のオカリナを使った演奏活動をしています。 

 

 

 

 

 

山﨑さんの 

（上）九谷焼オカリナを手にする山﨑さん （中）子 

供を対象にしたオカリナ教室も好評 （下）あでや 

かな色彩が魅力の九谷焼オカリナ 

File-4 

● 演奏で使う九谷焼オカリナは、粘土から 

   自作で作り上げたものです。 

    

● 九谷焼オカリナの演奏グループ「オカリナ 

  倶楽部 九谷の風」を立ち上げ、演奏会 

  を開いています。イベント出演可能です。 

 

● 公民館でオカリナを吹けるようになるため 

  の講座を開いています。オカリナ演奏指 

  導ができます。 
 
 
団体ブログ 

http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/ 

 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/
http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/
http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 自然・環境保全・エコ】 
 

能美の里山の魅力を 

“まるごと”楽しく学ぶ 

能美の里山ファン倶楽部  

和気町在住 

 

◆能美の里山を守り育てる保全活動をしています。 

◆里山の再生活動をしています（散策路の整備や、山野 

  草の植栽、キノコ栽培、間伐材を利用した炭づくりなど）。 

◆里山ガイドハイクやほっこりまつりなど地域住民との 

  交流イベント等を実施しています。 

 

倶楽部の 
 

 

 

（上）観音山ガイド風景 （中）虚空蔵山ガイド風景  

（下）県立翠星高校生参加のシュンランの植栽 

File-5 

●七ツ滝とその周辺緑地（瀧浪フィールド）、 

 虚空蔵山とその周辺（虚空蔵フィールド）の 

 「里山ガイド」ができます。 

 

●里山の恵みを使った「ネイチャークラフト」 

 の指導ができます。 

 

●小学生を対象とした「里山自然学校」など 

 子どもたちに自然の楽しさを教えています。 

    
 
団体ホームページ 

http://www.nominosatoyama.com/ 
メールアドレス 

info＠nominosatoyama.com 

TEL 
0761-51-2308  

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominosatoyama.com/
http://www.nominosatoyama.com/
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 まちづくり・国際交流 】 
 

助け合いをモットーに 

地域の“お世話係” 

NPO法人えんがわ  

泉台町在住 

 

◆高齢者等の買い物送迎などの「助け合い事業」をして 

  います。 

◆空き店舗を活用した「ふれあい市えんがわ」を毎週土 

  日に運営して、コミュニティビジネスを行っています。 

 

 

えんがわの 

（上）「ふれあい市えんがわ」は何気ない会話も魅 

力 （中）地元で採れた旬の野菜は大人気で売り 

切れ続出！ （下）野外販売も不定期で実施 

File-6 

● 泉台町を拠点に、高齢者等の助け合い  

  事業（有料で電球の取り換え、草むしり 

  等）をきめ細かく実施しています。 

    

● 地域の空き店舗を活用して、日用品、生 

  鮮食品などを販売する「ふれあい市えん 

  がわ」を自分たちで立ち上げました。 

 

● 地域づくり、コミュニティビジネスのプロ 

  デュースができます。（助け合い事業や買 

  い物弱者対策の店舗運営の連携や相談 

  がありましたらお声掛けください。） 
 
 
のみにこ団体紹介ページ 

http://p.tl/NLBC  
活動紹介 

http://p.tl/JeYJ  
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://p.tl/NLBC
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
http://p.tl/JeYJ
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 風習・食文化 】 
 

“国造ゆず”の魅力を、 

全国に向けて発信中！ 

河端 節子 かわばた せつこ 

小松市小野町在住 

 

◆能美市の中山間地区で栽培されている無農薬の柚子 

  「国造（こくぞう）ゆず」の消費拡大（ブランド化、商品 

  化）活動をしています。 

◆「国造ゆず」の生産者の高齢化に伴い、次世代の生 

  産者の担い手育成を目指し、柚子の木オーナー制度 

  に取り組んでいます。 

 

 

河端さんの 

（上）いつも笑顔がまぶしい河端さん （中）国造 

柚子生産組合のみなさんと協働したゆず祭り  

（下）国造ゆずを使った商品開発を活発に展開！ 

File-7 

● 栄養士の資格を活かしながら、国造ゆず 

  の普及を目指し、柚子について学ぶ教室 

  やレシピコンテスト等をコーディネートでき 

  ます。 

    

● 事務局・会計を務める能美柚ゆうゆう倶 

  楽部で国造ゆずを使った商品開発を進 

  めています。完全無農薬の国造ゆずを 

  使った商品開発にご興味のある方は、 

  ご連絡ください！ 

  
 
団体ホームページ 

http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/ 
フェイスブックページ 
https://ja-jp.facebook.com/no3yu3club/ 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
https://ja-jp.facebook.com/no3yu3club
https://ja-jp.facebook.com/no3yu3club
https://ja-jp.facebook.com/no3yu3club
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 教育・生涯学習 】 
 

わらべうたや昔話で、 

子どもの遊び場をつくります 

奈良井 伸子 ならい のぶこ 

寺井町在住 

 

◆わらべうた、お話・演劇を通して、子どもたちの心を豊 

  かに育む活動をしています。 

◆平成２４年１月から被災地の子どもへの募金を目的に 

  した活動「東日本大震災 チャリティおはなし劇場」をス 

  タート。多彩なゲストを迎えて開催しています。 

 

 

奈良井さんの 

（上）大人も子どもも物語の世界へ誘う奈良井さ 

ん （中）おはなし劇場 （下）ミヒャエル・エンデの 

『モモ』の世界を語りと音楽で表現した公演も人気 

File-8 

● 子どもたちが安心して遊べるシアター 

  ゲームや詩の朗読、身体表現など様々な 

  手法を使って子どもたちを演劇の世界に  

  誘う場所づくりができます。 

 

● 紙芝居、絵本の読み聞かせができます。 

 

● 被災地の子どもたちを招き、石川のおい 

  しい食べ物、新鮮な空気、温かな交流を 

  楽しめる演劇合宿を行っています。 
 
 
のみにこ団体紹介ページ 

http://p.tl/6H6M  
団体ホームページ 

http://www4.ocn.ne.jp/~engeki/ 
団体ブログ 
http://engekihiroba.blog.ocn.ne.jp/blog/ 

  

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://p.tl/6H6M
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
http://www4.ocn.ne.jp/~engeki/
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
http://engekihiroba.blog.ocn.ne.jp/blog/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
http://www.nominiko.com/group/files/group/000022/dfcfc514a6a33a7b025e2946bedf6f86.jpg
http://www.nominiko.com/group/files/group/000022/ce1c75db8e7bd6856536a97dd48ac820.jpg


認定登録：平成26年2月 

【福祉・医療・健康】 
 

パーキンソン病患者の、 

心と身体を健やかに 

伊東 正夫 いとう まさお 

道林町在住 

 

◆パーキンソン病患者の病気の啓発、環境の改善活動 

 をしています。 

◆患者同士の情報交換として、医大の先生を講師とした 

 「講演会活動」や、ポールウォーキングやノルデック 

 ウォークなどの健康推進活動も行っています。 

 

 

伊東さんの 

（上）七尾看護学校での講演にて（中央・伊東さん） 

（中）リハビリを受講中  

（下）木場潟ポールウォーキングにて集合写真 

File-9 

●パーキンソン病患者のメンタルサポートを  

  するピアサポーターとして、社会貢献活動 

  をしています。 

    

●「石川県パーキンソン病友の会」10年間の 

 活動に対し「石川県知事表彰」を3回受賞。 

 （2010年11月、2012年10月 2013年10月） 
 

●パーキンソン病のリハビリや病気に対する 

  知識を勉強する出張講演ができます。 
 

 
団体ホームページ 

http://park.geocities.jp/pdisikawa/top.html 
団体ブログ 
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/applereaderpage 
メールアドレス 

mai-mio@mx21.tiki.ne.jp 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://park.geocities.jp/pdisikawa/top.html
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/applereaderpage
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年2月 

【 風習・食文化 】 
 

能美市の野菜の魅力を、 

あの手この手で紹介 

本 忠儀 もと ちゅうぎ 

中庄町在住 

 

◆生産者が高齢化している能美市の伝統野菜「加賀丸 

  いも」の生産担い手育成を目指し、中庄町丸いも娯楽 

  会会員に栽培ノウハウを指導しています。 

◆能美市で採れた野菜を使った新商品開発（6次産業 

  化）に取り組んでいます。 

 

 

本さんの 

（上）中庄町丸いも娯楽会の会員と本さん（右から 

２人目） （中）「加賀丸いも栽培は大変ですが、み 

んなで楽しく活動できるよう指導しています」（下） 

「能美市の特産品づくりに取り組んでいます」 

File-10 

● 初心者を対象に、能美市の伝統野菜「加 

  賀丸いも」の栽培指導ができます。指導 

  希望の方は「中庄町丸いも娯楽会」にご 

  入会ください。 

    

● 自分が作った野菜を使って能美市の特産 

  品づくりに取り組んでいます。「白瓜の粕 

  三度漬け」はいしかわ農業人材機構作成 

  のパンフレット「石川あぐりケーション」で 

  紹介されました！  

  
 
のみにこ団体紹介ページ 

http://p.tl/YJa5 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://p.tl/YJa5
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年3月 

【 教育・生涯学習 】 
 

地域のみなさん、 

人生設計を学びませんか？ 

木津 衛 きづ まもる 

東任田町在住 

 

◆地域住民を対象に、お金の使い方、貯め方などを学 

  ぶ講座を開いています。 

◆最近話題の「終活」（人生の締めくくりにやるべき活 

  動）から、金融・不動産・相続を考えるセミナーを開催 

  しています。 

 

 

木津さんの 

（上）木津さんはＮＰＯ法人「くらしの経済情報セン 

ター」の代表理事   （下）シニア世代を対象にし 

た終活セミナーを開催 

File-11 

● 人生設計のお手伝い（ライフコンサルタン 

  ト）ができます。 

    

● ファイナンシャルプランナーのスキルを活 

  かして、将来、お金に困らない生活をする 

  ための資金計画を立てる金銭教育ができ 

  ます。 
 
 
のみにこ団体紹介ページ 

http://www.nominiko.com/group/group.php?gr
oup_id=36 
 
メールアドレス 

npo.kkjc@gmail.com 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=36
http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=36
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
http://nominiko.sakura.ne.jp/sblo_files/nominiko/image/syukatu.png


認定登録：平成26年6月 

【 伝統・芸術・歴史 】 
 

空手道に取り組んで４９年 

谷口孝雄 たにぐち たかお 

湯谷町在住 

 

◆空手道の普及、発展活動を行っています。 

◆毎週火・木・土、寺井武道館にて空手道を指導。 

  寺井高校空手部の外部指導員も兼務しています。 

 

 

 

 

 

谷口さんの 

（上）第２２回空手道錬成大会での谷口さん  

（中）、 （下）寺井高校での部活指導風景。青少 

 年の心身向上に努めている 

File-12 

● 公益社団法人日本空手協会県本部参与 

  で、寺井支部顧問も兼務。 同協会の最 

  も権威のある、指導員、審判員、審査員 

  の各資格ともＡ級ライセンスを保有してい 

  ます。 

  

● 寺井武道館で園児から５０代までの６０人 

  を指導中。青少年から成人（男女）の受   

  講希望者はご連絡ください。 

 

●これまでの教え子はのべ１，０００人あまり 

  います。 
 
メールアドレス 

rsg88766＠nifty.com 

TEL 
090-9441-1949  

 

 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 教育・生涯学習 】 
 

和気あいあいと子どもたちに 

書道を教えています 

山下 彩華 やました さいか 

佐野町在住 

 

◆書道や硬筆（鉛筆・ペン字）を通して、子どもたちに、 

  書道の楽しさや魅力を教えています。 

◆泉台教室（泉台町コミュニティセンター）と佐野教室 

  （佐野公民館）にて、彩華書道教室を行っています。 

 

 

山下さんの 

（上）笑顔で書道の魅力を伝える山下さん （中）佐 

野教室では、湯野小２年の久志野君（写真右）が 

熱心に受講中 （下）泉台教室では、子どもたちに 

毛筆、硬筆を指導 

 

File-13 

●石川県書道教育研究会の師範検定に合格。 

  書道講師の資格を活かして、子どもから大人 

  まで、幅広く、書道を教えています。 

 

●毛筆（大字・小字）、および、硬筆（鉛筆・ペン 

  字）の指導ができます。 

  ※昇級・昇段あり。準師範・師範資格取得可 

 

●石川県書道教育研究会の書きぞめ展覧会で  

  「書研特別賞」、「会長賞」、「特選」を受賞。 

  ペーパーショウ・書道コンクール で「書研会 

  長賞」、「特選」 を受賞。 
 

メールアドレス 

y_familly_forest@ybb.ne.jp 
TEL 
0761-58-5952 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 教育・生涯学習 】 
 

大切にしたい能美の民話、 

語り繋いでいます 

冨田 静香 とみた しずか 

佐野町在住 

 

◆語りを通じて、講演（公演）活動を行っています。 

◆語り部教室による人材育成や、まちづくりの推進活動 

  をしています。 

◆伝統文化に係る連携や交流活動を行っています。 

 

 

 

冨田さんの 

（上）冨田さんは一般社団法人語り部協会の代表
を務める （中）子どもたちに、能美の民話を伝承  

（下）湯野保育園にて講演 

File-14 

●能美市の伝承、民話などの語り聞かせが 

  出来ます。 

 

●物語に込められた教訓や大切にしたい心 

  を語り継いでいます。 

    

●「語り部」の商標登録を行い、全国的に活 

  動しています（国立劇場や靖国神社など 

  多数参加）。 
 

●保育園や学校などで、子どもたちに伝承や 
 民話の語り聞かせを通じて、人材育成の 
 機会を創出しています。 

 
 
団体ホームページ 

http://kataribe.or.jp  
メールアドレス 

info＠kataribe.or.jp 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）52-0112 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://kataribe.or.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 教育・生涯学習】 
 

登山の魅力を 

みなさんに伝えたい！ 

長髙 誠一郎 ながたか せいいちろう 

大長野町在住 

 

◆ 加賀禅定道（ぜんじょうどう）１８km、美濃禅定道１９ 

  km、通常、それぞれ登りに１１時間以上、下りに９時 

  間以上かかるところを１３時間で踏破する白山神駈 

  道（かみかけどう）登山荒行に２回参加しています。  

◆大長野町の公民館行事として「大長野町民登山」の世   

    話役を長年務めています。 

 

 

長髙さんの 

（上）精力的に登山に出掛ける長髙さん （中）昨 

年の親子白山登山 （下）今年は春山ハイキング 

で福井県美浜町の赤坂山へ３７名の町民を引率 

File-15 

●豊富な登山経験を活かして、白山登山の 

  指導ができます。 

 

●白山（砂防新道から）、富士山（五合目か 

  ら）頂上まで２時間で登っています。 

 

●親子白山登山を通じて、大長野町の新旧 

  住民の交流の場をつくっています。 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 まちづくり・国際交流】 
 

昔からの生活の知恵を 

みんなで楽しむ場づくり 

西田 栄喜 にした えいき 

大成町在住 

 

◆ ３０アールの畑とハウス３棟という自称「日本一小さい 

  専業農家」として、無肥料栽培（自然農法）に取り組 

  んでいます。 

◆ 平成２５年から野菜を育てたり、料理会を開いたりし 

  ながら交流する場「ベジベジくらぶ」を立ち上げました。 

 

 

西田さんの 

（上）日本一小さい専業農家を営む西田さん  

（中）「ベジベジくらぶ」では西田さんの野菜づくり、 

料理の知恵を伝授！ （下）参加者が料理を持ち 

寄ることで初対面でも楽しく交流できる 

File-16 

●「ベジベジくらぶ」では豊富な農業知識を 

  活かし、参加者の質問にわかりやすく丁 

  寧に答えます。 

 

●味噌、豆腐、漬物、燻製など「ちょっと前ま 

  では一般家庭でふつうにつくられてきた料 

  理や生活の知恵」を学ぶ機会を提供して 

  います。 

 

●「ベジベジくらぶ」は会員制ではなく、開催 

  ごとに参加者を募っています。気軽に食 

  を通して新しい出会いが楽しめます。 
 
ホームページ 

http://www.fuurai.jp/ 
活動紹介 

https://www.facebook.com/groups/5997556133
87393/ 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.fuurai.jp/
https://www.facebook.com/groups/599755613387393/
https://www.facebook.com/groups/599755613387393/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 教育・生涯学習 】 
 

子どもに読書のよろこび、 

大切さを伝え続けて４０年 

金沢子どもの本の研究会 
かなざわこどものほんのけんきゅうかい 

松が岡在住 

 

◆一人でも多くの子どもに読書のよろこびを伝えるため、 

  紙芝居や絵本の読み聞かせ活動、ブックトークを開催 

  しています。 

◆その子に合った本を紹介するために、ブックトーク勉 

  強会を隔月で開催しています。  

 

本の研究会の 

（上）うつのみや書店でのお話会 （中）馬の年お 

はなしはじめの会 （下）のまりんこと野間成之さ 

んの紙芝居講座 

File-17 

● 子どもたちが興味を持って楽しめる、紙芝 

  居や絵本の読み聞かせができます。 

 

● 豊富な知識を持った、図書館司書・学校図 

  書館司書が多数所属しています。 

 

● 当研究会の書評の会が選んだお薦め本を 

  ブログや北陸中日新聞（毎月第３日曜）、機 

  関紙「子どもの本のひろば」にて紹介してい 

  ます。 
 
のみにこ団体紹介ページ 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_
id=2 
団体ブログ 
http://kodomonohon-kenkyukai.at.webry.info 

メールアドレス 

ba57zf@bma.biglobe.ne.jp 

  

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

(能美支部) 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=2
http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=2
http://kodomonohon-kenkyukai.at.webry.info/
http://kodomonohon-kenkyukai.at.webry.info/
http://kodomonohon-kenkyukai.at.webry.info/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 伝統・芸術・歴史】 
 

幅広い年代が楽しめる 

民謡の魅力を伝えます 

堂谷 佳成恵 どうたに かなえ 

灯台笹町在住 

 

◆ 手取民謡会で民謡（踊り）をしています。 

◆ 民謡は幅広い世代の人が楽しめるものです。 

  気軽に聞きに来ていただき、大勢が三味線、尺八、 

  おはやしに合わせて、着物で踊り、唄う時間をお楽し 

  みください。 

 

堂谷さんの 

（上）「広報能美（平成２６年５月号）」の「きらり★ 

のみ人」コーナーにも登場 （下）手取民謡会の発 

表会であでやかな舞を披露。一番右が堂谷さん 

File-18 

●１９歳で民謡の楽しさに目覚め、踊りを習 

  い始めました。現在は週１回踊りの練習 

  をしています。 

 

●多世代で構成される手取民謡会の一員 

  として、月１回程度、発表会や慰問公演を 

  行っています。 

 

●若手の民謡担い手として曲のレパートリー 

  を増やしながら、幅広い世代が楽しめる民 

  謡の世界を伝えています。 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 自然・環境保全・エコ 】 
 

家庭から出る生ごみを堆肥化 

地球に優しい野菜づくり 

護美ワーキング ごみわーきんぐ 

灯台笹町在住 

 

◆内城菌（うちしろきん）を利用して、家庭から出る生ご 

  みを堆肥化する活動を行っています。作った堆肥で、 

  色鮮やかな花や、おいしい野菜づくりを楽しく行ってい 

  ます。 

◆市内の小学生や、子育て中のお母さんを対象に、食 

  育を推進する料理教室を開催しています。 

  

 

護美Wの 

（上）辰口中央小学校の料理講習会 （中）生ごみ 

からつくる環境に優しい堆肥 （下）手づくりこん 

にゃく教室は大盛況！ 

File-19 

●内城菌を使って、家庭から出る生ごみから 

  環境に優しい堆肥づくりの指導ができます。 

    

●子どもたちに食べさせたい料理づくりの教 

  室を開催しています。 

 

● 能美の里山で栽培したこんにゃく芋を使っ 

  た手づくりこんにゃく教室や、こんにゃく芋 

  の種芋の植え方講座を開催しています。 

    
 
のみにこ団体紹介ページ 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group
_id=17 

TEL 
090-4685-4823 （担当・茂藤）  

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=17
http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=17
http://www.nominosatoyama.com/
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成26年6月 

【 福祉・医療・健康】 
 

楽しく運動していつまでも 

元気なココロとカラダに！ 

中嶋 佳奈恵 なかじま かなえ 

松が岡在住 

 

◆ 元気なココロとカラダを保つために必要な運動を 

   指導しています。 

◆ 教室のほか、親子体操や姿勢、健康づくりに関する 

  講演を行っています。 

 

 

中嶋さんの 

（上）中嶋さんはＦＴＰ認定ピラティスインストラク 

ターの資格を持つ （下）コアキッズ体操を指導 

File-20 

●運動の中でも特に姿勢を意識したカラダ 

 づくりの指導ができます。 

 

●親子向け、子ども向け、高齢者向け、女性 

  向け…と、参加対象者に合わせてきめ細 

  かな教室が開催できます。 

 

●ピラティス教室を開催しています。国造コ 

  ミュニティセンターでは「女性のためのピラ 

   ティス」を指導しています。 

 

●よい姿勢は内臓が元気になります。 腸も 

  みストレッチで代謝をアップしましょう！  

 

活動紹介（ブログ） 

http://ameblo.jp/nakaji683911/  
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://ameblo.jp/nakaji683911
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
http://ameblo.jp/nakaji683911/image-11865101120-12956617785.html


認定登録：平成26年6月 

【 その他】 
 

九谷焼の技が光る 

五彩レンジャー！ 

能美市商工会青年部  

のみししょうこうかい せいねんぶ 

寺井町在住 

 

◆ 平成１６年５月３日「九谷茶碗まつり」で誕生したご当 

  地ヒーロー「九谷戦隊五彩レンジャー」の生みの親。 

◆ 「五彩レンジャー」は九谷茶碗まつりなど市内のイベ 

  ントで数多くのショー公演を行っています。 

 

青年部の 

（上）「五彩レンジャー」 （中）平成２６年５月３日 

の九谷茶碗まつりのショー風景 （下）平成２３年 

には吉本地元ＣＭコンペに出演。グランプリは逃 

したが新聞各紙で大きく取り上げられた 

File-21 

●「五彩レンジャー」は誕生以来１０年間活 

  動キャリアのあるご当地ヒーローです。 

 

●「五彩レンジャー」の決め技はすべて能美 

  市の伝統工芸九谷焼の製造工程にちな 

  んだものとなっています。ショー公演を通 

  じて、子どもから大人まで、九谷焼の世界 

  を楽しく学べます。 

 

●五彩レンジャーは出張公演をしておらず、 

  ショー公演で会うことができます。なお、五 

  彩レンジャーの衣裳は貸出可能です。 

  
団体ホームページ 

http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/ 
五彩レンジャー紹介 

http://nomi-
shoko.sakura.ne.jp/hptop/ranger.html 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/
http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/
http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/
http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/hptop/ranger.html
http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/hptop/ranger.html
http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/hptop/ranger.html
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
http://nomi-shoko.sakura.ne.jp/hptop/katsudohokoku/20140503174242_gosai%287%29.jpg


認定登録：平成27年3月 

【 自然・環境保全・エコ】 
 

能美の炭焼き職人は 

循環型社会のトップランナー 

安田 宏三 やすた こうぞう 

火釜町在住 

 

◆ 能美の里山を拠点に２５年間炭作りを続けています。 

◆ 子どもたちが自然の循環やつながりを体感できるよう 

  小学生を対象にした炭の窯詰め、窯出しを体験でき 

  る場をつくり、指導しています 

 

 

安田さんの 

（上）自作の炭焼き小屋で （中）木材を炭にする
過程で生まれる木酢液（もくさくえき）。「炭作りは
何一つ無駄がない循環型社会を実感できる」と安
田さん （下）菊花模様の切り口が美しいお茶炭 

File-22 

●脱サラして炭焼きの世界に入り、２５年間 

  活動を続けています。 

 

●茶道で使うお茶炭としても使われる美しい 

  菊炭を作っています。 

 

●コナラ、ミズナラ、クヌギなどを炭にする過 

  程で生まれる、良質の木酢液が人気です。 

 

●File-２で登場したお炭会のお師匠さんで 

  す。 
 

 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年3月 

【 まちづくり・国際交流】 
 

地域のサードプレイスで 

みんなを笑顔に！ 

道下 貴子 みちした あつこ 

金剛寺町在住 

 

◆ 金剛寺町の公民館で月１回多世代交流の場「みっ 

  ちゃんカフェ」を開催しています。 

◆ 地域のおじいちゃん、おばあちゃんと市内外から 

  集まる若い親子連れが楽しめる場所になっています。 

 

 

道下さんの 

（上）笑顔が輝く道下さん （中）みっちゃんカフェ
に３世代が自然と集まる （下）平成２７年１月２４
日の北陸中日新聞でも、活動が取り上げられた 

File-23 

●道下さん自身が暮らす町内に、楽しい多 

   世代交流の場を作っています。 

 

●道下さんの笑顔とエネルギーにみんなが 

   巻き込まれてしまうほど、前向きなオーラ 

  にあふれています。 

 

●地域で「車が運転できない人が集まって話 

  しあえる場所を」というリクエストに応え、 

  「みっちゃんカフェ」は誕生しました。 

 

●太鼓、カルタ取り、オルゴールセラピーな 

    ど道下さんの広い人脈でゲストが集まり、 

    多彩なプログラムが充実しています。 

    
 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年3月 

【 教育・生涯学習】 
 

日本海側でただ一つ！ 

私設の軍装展示館を運営 

辻 四二男 つじ よじお 

鍋谷町在住 

 

◆ 日本海側で唯一の旧陸海軍の軍装展示館を運営し 

     ています。 

◆ 所蔵品は約一万点。軍服や写真など一級の資料が 

  収蔵されています。 

 

 

辻さんの 

（上）軍装展示館前で （中）展示館は当時の写真
など一次資料を豊富に所蔵 （下）展示品それぞ
れの意味や歴史を辻さんが丁寧に解説 

File-24 

●戦争の事実を後世に伝えるべく、戦時中 

  の資料を集めた私設の展示館です。 

  昭和６２年（１９８７年）から２８年間続いて 

   います。 

 

●軍服のほかにも、軍靴や刀剣、遺書、写   

  真などの一級資料が揃っています。 

 

●収蔵品の由来や意味を説明できます。 

 

●戦争の記憶が薄れている中で、その時代 

    のことを学べる場所をつくっています。 
 
旧陸海軍 軍装展示館 

石川県能美市鍋谷町ツ95 

入館料無料 

TEL 

0761-51-2007（電話予約後の来館が望ましい） 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年3月 

【 風習・食文化】 
 

能美の里山の野草から 

おいしいお茶をつくります 

村中 あつ子 むらなか あつこ 

坪野町在住 

 

◆ 地元坪野町で採れた無農薬の野草１１種類をブレン 

  ドしたお茶をつくり続けています。 

◆ 野草茶は坪野すぎな会で作る「百寿茶」（健康に百歳 

  まで長生きできるようにとの願いを込めて命名）として 

  も知られています。 

 

村中さんの 

（上）百寿茶を手にする村中さん （下）１１種類の 

野草が入ったお茶は野趣あふれる香り。血行が 

良くなるといわていれる野草も含まれている 

File-25 

●子供の頃から山を歩き、山菜を食べてき 

    た経験を活かして、坪野町で採れる野草 

    をブレントした野草茶を作っています。 

 

●野草の採取、天日干し、ブレンドまですべ 

   て一人で行っています。ブレンドの割合は 

   企業秘密！です。 

 

●野草にも採取に最適の時期があり、春な 

   らスギナ、柿、クワなど季節ごとに野草を 

   採取してお茶をつくっています。 

 

●野草茶の作り方を指導できます。 
 
坪野すぎな会ホームページ 

http://hokkoriya.nominosatoyama.com/?cid=377
86 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://hokkoriya.nominosatoyama.com/?cid=37786
http://hokkoriya.nominosatoyama.com/?cid=37786
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年3月 

【 伝統・芸術・歴史】 
 

能美の自然と共に生き 

笑顔の風を運びます 

田中 正次 たなか まさじ 

寺畠町在住 

 

◆ File４で紹介した山﨑さんと同じ「九谷の風」メンバー。 

    「九谷の風」の作詞作曲を手掛けています。 

◆ ２０年間かけて、寺畠の小高い丘の上に誰もが集ま 

  れる場所「ひまど」を設置。能美の里山を一望できる 

  場所でお茶を飲みながら語れる場所を作っています。 

 

田中さんの 

（上）新曲の「ほんとや」を歌う笑顔が優しい田中
さん （下）「ひまど」は寺畠の小高い丘の上に。 

案内板をたよりに道を登れば見つけられる 

File-26 

●「この笑顔にファンがいる」と言われるほど 

  魅力的な笑い顔に心が和みます。 

 

●笑顔の秘訣は「ひまど」周辺に咲き誇る 

   ササユリの花の美しさです。ササユリの花 

  の風情が笑っているように見え、つられて 

  笑顔になります。 

 

●「九谷の風」で演奏する曲や詩は能美の 

  里山で自然と共に生きる生活の中からイ 

  ンスピレーションを得て創作しています。 

 
 
団体ブログ 

http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/ 

 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/
http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/
http://okarinakutani.cocolog-nifty.com/blog/
http://www.nominosatoyama.com/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
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認定登録：平成27年3月 

【まちづくり・国際交流】 
 

シニアの知恵と経験を 

活かしたまちづくり 

シニア大楽 しにあ だいがく 

緑が丘在住 

 

◆シニア世代の強みである長年培ってきた豊富な経験・ 

  知識・技能を活かして、地域の未来を見据えたまちづく 

  り活動を行っています。 

◆心豊かで充実したシニア生活を送るための「仲間づく 

  り」を推進し、現役をリタイアした仲間と共に、月１回の 

  例会を開催しています。 

 

シニア大楽の 

（上）のみでん広場での桜木記念植樹  

（中）桜木記念植樹銘板の九谷焼絵付作業  

（下）冊子『能美電ものがたり』 

File-27 

●桜木記念植樹事業として、子どもからお年寄 

  りまで楽しく歩ける能美電跡の健康ロードと 

  市内三公園（和田山、秋常山古墳、のみで 

  ん広場）に、１００本の桜木を植樹。毎年桜 

  の季節には清掃活動を続けています。 

    

●能美市の象徴であった「能美電」を社会科の 

  副読本として一冊の本にまとめ、市内の小 

  学校へ配布しました。 

 

●能美古墳まつりや市内のイベント前には 

  清掃ボランティアなどの奉仕活動を実施。 

 
のみにこ団体紹介ページ 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=19 

冊子『能美電ものがたり』PDFページ 

http://www.city.nomi.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/960/
1/nomiden.pdf 

TEL 
0761-52-8280 （担当：紺矢）  

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746  メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=19
http://www.city.nomi.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/960/1/nomiden.pdf
http://www.city.nomi.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/960/1/nomiden.pdf
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年3月 

【 伝統・芸術・歴史】 
 

パフォーマンスで、 

「人の輪」を広げます！ 

高塚 巳紀雄 たかつか みきお 

福島町在住 

 

◆ウクレレの音色に魅せられ４年前に、友人と「ミッキー＆ 

  ソー」というグループを結成しました。 

◆イベントや福祉施設の慰問などで、誰もが楽しめるウク 

  レレ演奏を披露しています。 

  いつでもどこでも出張演奏します。 

 

 

 

高塚さんの 

（上）料理教室会場でウクレレを披露する高塚さん 
（中）（下）福祉施設での慰問演奏会の様子  

File-28 

●幅広いレパートリーを保持しており、レッド・ 

  ツェッペリンの「天国への階段」から、沖縄民 

  謡まで、心に残る音色を披露します。 

    

●平成２４年度市民提案型協働事業にて、「能 

  美パフォーマンス劇場」企画が採択され、各 

  種イベント会場で演奏活動を拡大中です。 

 

●本業は、料理好きの１級建築設計士として 

  建築事務所を経営しています。 

 

 

 
メールアドレス 

taka.mikio@takazka.com 
TEL 
0761-55-4615 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746  メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

mailto:taka.mikio@takazka.com
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年3月 

【 伝統・芸術・歴史】 
 

Love招き猫「ゆっきー」で 

九谷焼に新しい風を！ 

やまぼうしレディース（YBL） 
泉台町在住 

 

◆低迷する九谷焼業界に旋風をおこし、ご当地キャラク 

  ター「ゆっきー」を通じて九谷焼ファンを拡大しています。 

◆多彩な「ゆっきー」イベントを実施し、みんなに愛され親 

   しみ溢れる「ゆっきー」を生み出しています。 

 

 

 

YBLの 

（上）ゆっきーまつり会場にてYBL集合写真！ 

（中）祝・北陸新幹線!かがやきゆっきー&ゆきお車掌 
（下）ふぉーちゅんゆっきー2015  

File-29 

●いしかわ動物園とコラボしたアニマル「ゆっ 

  きー」をはじめ、次々と新たな「ゆっきー」をシ 

  リーズ化させ、お年寄りから子どもまで、幅 

  広いファン層を広げています。 

 

●市内の市民団体と連携して、共に活性化を 

  図っています。  

   

●本業は九谷焼作家や九谷焼業界のおかみ 

  さんの５人(五彩）で「ゆっきー」PR活動を推 

  進しています。 

 

 
のみにこ団体紹介ページ 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=43
メールアドレス 

touwasha@crest.ocn.ne.jp 
TEL 
0761-58-5616 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746  メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominiko.com/group/group.php?group_id=43
mailto:touwasha@crest.ocn.ne.jp
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年12月 

【 福祉・医療・健康 】 
 

あなたのココロとカラダを 

明るく楽しく、癒します！ 

大島 幸恵 おおしま ゆきえ 

三ツ屋町在住 

 

◆ 共に手を携えて成長していくことを目的に、女性の（得 

   意分野を生かした）起業支援を行っています。 

◆ 「ココロとカラダを健やかに！」をモットーに、セラピスト 

   の仲間と一緒に、癒し空間を演出しています。 

  

 

大島さんの 

（上）セラピスト教室を楽しく指導している大島さん  

（中） 「癒しフェスタinのみ」 の様子  

（下）「癒しフェスタinのみ」にて仲間と集合写真 

File-30 

●セラピスト育成教室を開いています。 

  個人レベルの相談から、セラピスト養成まで 

  指導しています。 

 

● 「ココロカラダキレイ塾」の主宰として、健康 

   や美容を手軽に受けられる「癒しフェスタ」を 

   開催して、豊かな楽しさを提供しています。 

 

●能美市はもとより、金沢、小松などの人々を 

  地元能美市へ呼び込み、女性のネットワー 

   クづくりを行っています。 

 
「癒しフェスタ」facebookページ 

https://www.facebook.com/kokokarakireikomatsu 

メールアドレス 

yukimbb925@ab.auone-net.jp 

TEL 
090-8260-3106 （大島まで）  

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746  メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

https://www.facebook.com/kokokarakireikomatsu
mailto:yukimbb925@ab.auone-net.jp
mailto:yukimbb925@ab.auone-net.jp
mailto:yukimbb925@ab.auone-net.jp
http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
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認定登録：平成27年12月 

【 自然・環境保全・エコ 】 
 

菊づくり歴１５年の名人 

花から伝わる真の愛 

佐々木 進 ささき すすむ 

西任田町在住 

 

◆ 菊花を育て続けて１５年。能美市菊花愛好会会員最 

  高齢（８５歳）にして審査会での受賞歴多数です。 

◆ 菊づくりの仕立ては三本立、七本立、福助、盆栽、ダ 

  ルマづくり、ドームづくり…と多種あります。特に盆栽 

  づくりを得意としています。 

 

佐々木さんの 

（上）美しい菊花から伝わる佐々木さんの情熱！ 

（中）ハウスには、さまざまな仕立てが並び壮観  

（下）菊花展を前に盆栽を手入れする佐々木さん 

File-31 

●向上心と遊び心をもって、菊づくりを続け 

  て１５年。菊花の管理に一日何度も見回っ 

  ています。 

 

●花づくりに興味があったのが、この道に 

  入ったきっかけ。先輩にコツを教えてもらっ 

   たり、仲間と勉強に行ったり、美しい菊花 

   づくりの研究を楽しんでいます。 

 

●現在管理している鉢の数は、８０鉢を超え 

  ます。三本立、七本立、ダルマづくり、盆栽 

  とさまざまな仕立てを管理しています。 

 

●毎秋の菊花審査会の審査時間に、いちば 

  んよい状態（花の大きさ、色、形、勢い、仕 

   立ての上品さ）で花が開くよう、ていねいに 

  調整をしています。 
 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://kokuzoyuzu.ldblog.jp/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年12月 

【 教育・生涯学習 】 
 

九谷焼から科学教室まで 

未来にはばたく人材を育成 

河村 良平 かわむら りょうへい 

寺井町在住 

 

◆ ボランティアで、地域の子どもたちを対象に陶芸教室 

  を開いています（主に成形）。 

◆  NPO法人コマツスクスク会で、子ども向けの「ものづ 

   くり教室」の先生をしています。 

◆ 歌謡グループ愛唱会のメンバーとして、市内施設の 

  慰問活動をしています。 

 

河村さんの 

（上）河村さんの陶芸教室は2か所で開催 

（中）わくわくサイエンス理科教室の指導風景。電 

池で動くもの探しの授業  （下）愛唱会の発表会 

File-32 

●「身近な存在である九谷焼の衰退に何か 

  できれば！」と、定年後、石川県立九谷 

  焼技術研修所に入所し、九谷焼を学びま 

  した。 

 

●ものづくり教室は、「将来、ノーベル賞をと 

  れる人材を育てよう」とスタート。機械や電 

  気の原理を、実験を交えながら、わかりや 

  すく教えています。 

    

●愛唱会で慰問活動をしています。得意曲 

  は、五木ひろしさんの「博多ア・ラ・モード」 

   です。 
 

 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominosatoyama.com/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp


認定登録：平成27年12月 

【 伝統・芸術・歴史 】 
 

想像力の翼で空を飛び 

心の風景を描きます！ 

久保田 辰五郎 くぼた たつごろう 

石子町在住 

 

◆ 趣味で水彩画を描いています。 

◆ 寺井図書館市民ギャラリーで、飛行機を描いた水彩 

  画展「空飛ぶおっさん」を開催しています。 

◆ 生まれ育った石子町の懐かしい風景や、昭和の生活 

  文化を伝える「心の風景」シリーズを描いています。 

 

 

久保田さんの 

（上）見る人の心を笑顔にする絵を描く久保田さん 

（中）「心の風景」シリーズ。ブリューゲルの風景画 

 のようにさまざまな意味が隠されている！？   

（下）「空飛ぶオッサン」シリーズ  

File-33 

●画家の安野光雅さんが大好きです。昔の 

  能美電「湯谷石子町」駅周辺をイメージし 

  て描いた「心の風景」（写真中）は、作中に 

   クスッと笑える生活シーンをおりこみ、古き 

   良き昭和の生活文化を伝えています。 

 

●水彩画は独学で始めました。農閑期の冬 

  の夜、畑仕事ができない時間に描いてい 

  ます。 
 

●水彩画教室などは開催していませんが、 

  平成２８年３月に寺井図書館で「空飛ぶ 

  おっさん」展を開催します。 

「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.nominosatoyama.com/
http://www.nominosatoyama.com/
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
mailto:nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp
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認定登録：平成27年12月 

【 自然・環境保全・エコ 】 
 

野鳥とともに楽しむ 

ふるさと能美の自然の美 

高 剋浤 たか かつひろ 

灯台笹町在住 

 

◆ 生まれ育った能美の豊かな自然、環境を大切にした 

  いという思いから、野鳥の観察を始めました。 

◆ 能美市立博物館主催の自然観察プログラムで野鳥 

    観察（年１０回、第２土曜日）の講師を務めています。 

◆ いしかわ動物園の動物学習センターでトキの生態や 

   人間との共生について解説しています。 

 

 

 

高さんの 

（上）能美市立博物館の自然観察プログラムで講 

師を務める高さん （中） 平成27年11月に開催さ 

れた観察会の風景 （下）野鳥に癒され、その愛 

らしい姿の撮影も始めている（写真はキビタキ） 

File-34 

●４２年間、夫婦共通の趣味として、日本野 

 鳥の会に会員登録し、北海道から沖縄ま 

 で探鳥地を訪ね、日本で記録された６６３ 

 種の内、４０８種を観察しました。また、近 

 年は双眼鏡とカメラを抱え、海外にも足を  

 延ばしています。 

 

●灯岩そうせい会や手取民謡会、能美市民 

  謡協会でも活動しています。また、介護施 

  設や老人会の集いでアコーディオンを演 

  奏し、みんなで楽しく歌っています。 
 

能美市立博物館 自然観察会 ホームページ 

http://www.city.nomi.ishikawa.jp/museum/event/tor
i.html 

 

 

 
「すげぇ人」に講演・公演・指導などを依頼したい時は、 

能美市市民協働まちづくりセンター（のみにこ）へご連絡ください。 
TEL（0761）46-5746 メールアドレス：nomi-kyodo@topaz.ocn.ne.jp 

※講演、公演、指導などの費用は「すげぇ人」と直接ご相談ください。 

http://www.city.nomi.ishikawa.jp/museum/event/tori.html
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