
羽咋市

唐戸山神事相撲
［日時］　 9月25日㈬17：30頃～
［場所］　唐戸山相撲場（羽咋市南中央町）

～水なし、塩なし、まったなし～
　 2 ,000年の歴史がある
神事相撲。クライマック
スは、土俵の4隅にかが
り火が焚かれ、幻想的な
雰囲気を醸し出します。
問 羽咋市 商工観光課　☎0767-22-1118

志賀町

第81回 県下太鼓打競技大会
［日時］　 9月16日(月・祝)開会式：13：00～
　　　　準決勝：18：00～（予定）
［場所］　小浜神社境内（高浜町）

　県内最古と言われる太
鼓打ち大会。力強い太鼓
の音と打ち手の掛け声な
どが境内に響き渡ります。
問  志賀町商工観光課　☎0767-32-1111

中能登町

第 8回 「中能登町福祉のつどい」
［日時］　 9月29日㈰ 9：00 ～ 15：00
［場所］　  ラピア鹿島（中能登町井田）
［内容］　  10：00 ～ふれあいステージ
　　　　  13：30 ～記念講演　
　　　　　　　　 三遊亭 好楽 師匠（落語家）

　今年は三遊亭 好楽 師匠
が記念講演を行います。
　ふれあいステージ終了後
には「お楽しみ抽選会」があ
ります。キッズコーナーやバルーンショー
など楽しいコーナーを企画しています。
問  中能登町社会福祉協議会　☎74-2252

宝達志水町

西照寺 お彼岸コンサート
［日時］　 9月23日(月・祝) 18：00 ～
［場所］　西照寺（宝達志水町宿）
［出演］　焱太鼓
　21日土曜日から陶芸の作品展・即売会
も行います！
問  宝達志水町の芸術
を愛する会（山田）

　 ☎080-3749-3663

第 8回七尾市民健康ふくしまつり・第 9回七尾市社会　
福祉大会　～広げよう！元気いっぱい　まちづくり～
　今年も健康と福祉をテーマにした健康ふくしまつりが開催されます。
　また、社会福祉大会では長年福祉に力を注ぎ功績のあった方の表彰を行います。
【健康ふくしまつり】
■日時　 9月14日㈯　 9：30 ～ 15：00
■場所　ミナ.クル周辺（歩行者天国を一部で実施します。）
■内容　  にぎわい、健康づくり、福祉体験、展示コーナー、ステージイベント

など楽しい催し物が盛りだくさん
■講演会　　「明るい心の健康づくり」　講師　御供田幸子　氏
　　　　　　・時間　11：10 ～　・場所　フォーラム七尾
■一座公演　御供田幸子一座公演・時間　13：00 ～・場所　ミナ.クル前
■その他　　健康福祉まつりポスターコンテスト
　　　　　　わくたまくん、とうはくん、けんしんくんも来るよ！
【社会福祉大会】
■日時　 9月14日㈯　10：00 ～
■場所　フォーラム七尾
■内容　七尾市長表彰・七尾市社会福祉協議会長表彰ほか
※詳細はチラシ、市ホームページなどでお知らせします。
※雨天時は中止または内容を一部変更して実施します。
問  七尾市民健康福祉まつり市民委員会事務局
 　七尾市社会福祉協議会　☎52-2099　福祉課　☎53-8463

あなたは大丈夫!? ただ今、メタボ・糖尿病警報発令中!!
　特定健診・がん検診実施中！毎年検診を受けることで、年齢とともに変化
する身体の状況を確認することができますので、ぜひ検診を受けましょう。
■これからの日程

健診日 場　所
受付時間

託児
特定健診 がん検診

9月14日㈯ すこやか
 8：30～10：00

－
9 月15日㈰ さつき苑（女性のみ） ○

9月19日㈭ 七尾サンライフプラザ
 8：30～10：00 －
13：00～14：00 －

10月 8 日㈫ 七尾市役所
 8：30～10：00

－

10月 9 日㈬ 七尾サンライフプラザ
（男性のみ） －

※特定健診は、 9月30日㈪まで市内指定医療機関でも受診できます。
問  特定健診：保険課　☎53-8420　がん検診：健康推進課　☎53-3623

毎年 9月は防災月間
　 9月1日は防災の日です。9月
1日を中心に、8月30日から9月
5日が防災週間、9月が防災月間
と定められています。
　この機会に、家族で防災につい
て話し合ってみましょう。
●家具転倒防止策は万全ですか？
● 非常時持出袋（災害発生時に外
へ持って出るもの）は準備して
いますか？

● 地震が発生したとき、どこの避
難所へ避難するか、家族で話し
合っていますか？

● ハザードマップを家族みんなが
見える場所に貼っていますか？

● 町で行っている防災訓練に参加
していますか？

※ 市では、気象情報、熊出没情報、
避難準備情報・勧告・指示情報
などをメールで配信していま
す。普通のメールと同様にパ
ケット通信料は発生しますが、
登録料は無料です。万が一に備
え、ぜひ、登録をお願いします。
七尾市防災メール 検索
問  防災交通課　☎53-6880

能越自動車道、夜間通行止め
　能越自動車道・七尾城山ＩＣか
ら七尾大泊ＩＣ間で跨道橋上部工
事などに伴い、夜間通行止めを実
施します。
　工事期間中、大変ご不便をおか
けしますが、迂回路案内板などに
従い、通行してください。
■通行止め期間
　10月 5 日㈯～ 12月28日㈯
　20：00 ～ 6 ：00
　内の数日間、実施します。
問  能越道監督官室　☎57-2477

東日本大震災義援金
　大震災で被災された方々に対
し、市民の皆様から多くの義援金
をお寄せいただいております。
　市民の皆様の善意に心から感謝
申し上げます。
義援金をいただいた方のご芳名
（敬称省略・順不同）
　西湊公民館
　公益社団法人七尾青年会議所
　石川県立七尾東雲高等学校
　ベイサイドミュージック
　松本　佐智子
問  福祉課　☎53-8463

「はかり」の定期検査の実施
　取引または証明に使用する「はかり」
（計量器）は、計量法により、2年ごとに
定期検査を受ける義務があります。
　次の日程で定期検査を実施しま
すので、必ず受検してください。
【中島地区】
■日時　 9月 9日㈪13:00 ～ 15:00
■場所　中島市民センター
【田鶴浜、能登島、石崎、和倉地区】
■日時　 9月10日㈫11:00 ～ 15:00
■場所　和倉温泉観光会館
【そのほかの地区】
■日時　 9月11日㈬～ 12日㈭
　　　　11:00 ～ 15:00
■場所　七尾市役所（車庫）
問  産業振興課　☎53-8565

屋外スピーカーなどを使用
した全国一斉緊急情報の伝
達訓練の実施
　地震・津波や武力攻撃などの災
害時に、全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）（※）から送られてくる国から
の緊急情報を、さまざまな手段を使
用し、確実に市民の皆さんへお伝え
するため、情報伝達訓練を行います。
■日時　 9月11日㈬
　　　　11：00、11：30（ 2 回）
■緊急情報が流れる機器
　屋外スピーカー
　  ラジオななおを選局した通常の
ラジオ

■放送内容
　「これは試験放送です」× 3回
　「こちらは、七尾市です」
　終了チャイム
■その他
　  七尾市以外の地域でも、全国的
にさまざまな手段で情報伝達訓
練が実施されます。

※  Ｊアラートとは、地震・津波や
武力攻撃などの緊急情報を、国
から市町村へ、人工衛星などを
通じて瞬時にお伝えするシステ
ムです。

問  防災交通課　☎53-6880

視覚障害者福祉相談会
　目が見えない・見えにくいこと
で悩んでいませんか？
　相談だけではなく、使いやすい便利
な生活支援用具の利用体験もできま
す。ご家族もご一緒にどうぞ。
■日時　 9月26日㈭10：00～15：00
■場所　和倉公民館
■申込期限　 9月18日㈬
※ 送迎を希望される人は、お申し
込みの際にご相談ください。

問  福祉課　☎53-8464

全国一斉！法務局休日相談所
　登記、相続、遺言、売買、土地境界、
戸籍、人権などの相談に専門家が無
料で応じます。お気軽にご利用くだ
さい。相談内容の秘密は厳守します。
（予約も可能）
■日時　10月6日㈰10：00～16：00
■場所　金沢地方法務局七尾支局
■担当　  法務局職員、公証人、司法

書士、土地家屋調査士、人
権擁護委員

問  金沢地方法務局七尾支局
　 ☎53-1721
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