
「子どもの救急対処法」講座
　乳幼児の急な発熱などへの対処
法や心肺蘇生法を学べる講座で
す。小児科の先生から分かりやす
いお話が聞ける機会です。
■対象　妊娠中の人や乳幼児とそ

の保護者
■日時　10月18日㈭
　　　　14：00～15：30
■場所　健康推進課
　　　　(パトリア 3 階)
■内容　急な症状への対処法、心

肺蘇生法など
■申込期限　10月16日㈫

健康推進課　☎53-3624

　　　　　　　　　　　　　　　

市営住宅入居者を募集
■募集住宅（変更の可能性あり）
住宅 家賃（所得に応じて決定）

【七尾地区】
奥原 1 万円～ 1 万9,700円
古府 1 万3,400円～ 3 万4,000円
後畠 1 万5,200円～ 3 万8,400円
万行 1 万7,700円～ 4 万3,100円

【中島地区】
中島 1 万9,700円～ 4 万8,900円

【能登島地区】
舘山 1 万8,300円～ 3 万8,700円

■注意事項
※応募者多数の場合は抽選です。
※入居時に家賃 3 カ月分の敷金 
　が必要です。
■申込期限　10月19日㈮

都市建築課　☎53-8429

ブロック塀の安全点検をしましょう！
　 6 月18日に発生した大阪府北部
を震源とした地震では、ブロック
塀が倒壊し 2 人の尊い命が失われ
ました。ブロック塀が倒壊すると、
災害時の避難や救助活動の妨げと
なることも予想されます。
　ブロック塀の維持管理は、所有
者や管理者の責任であり、日頃か
らの点検が大切です。
　ご自身が所有、管理するブロッ
ク塀などを確認し、分からないこ
とがあれば専門家に相談しましょ
う。

都市建築課　☎53-8429

　　　　　　　　　　　　　　　

肝臓に関する講演会
　ウイルス性肝炎（B型・C型）
に関する講演会と個別相談会を開
催します。
■日時　11月 1 日㈭　10：00～
■場所　能登中部保健福祉センター
■内容

【講演会】10：00～11：00
「知っておきたい肝臓のはなし
～ウイルス肝炎の治療について～」
講師　恵寿総合病院内科科長　
　　　宮森　弘年

【個別相談】11：00～12：00
(希望者のみ、要予約)
※検査データやお薬手帳があれば
　持参ください。

能登中部保健福祉センター
　☎53-2482

市の人口 　 　

平成30年 8 月31日現在
先月比較（△は減）※外国人含む
世　帯　22,142世帯　（　 20）
人　口　53,138人　　（△ 52）
　男　　25,187人　　（△ 28）
　女　　27,951人　　（△ 24）
年齢別人口
　 0 ～ 20歳　 8,295人
　21 ～ 64歳　25,609人
　65歳～　　 19,234人
転入　   98人　転出　117人
出生　　29人　死亡　  62人
婚姻　　12件

納税のお知らせ 　 　

市・県民税（ 3 期）
国民健康保険税（ 4 期）
納期限：10月31日㈬

愛の献血 　 　

今月の献血はありません。

献血の詳しい情報は

石川県赤十字血液センター 検索

市のシンボル 　 　

菜の花　　　　　　　　　 松

カモメ　　　　　　　 ハチメ

NANAO情報通
お知らせと募集
このコーナーは敬称を省略します

経営者、社長、役員の方へ

全棟構造設計
《構造計算専門店》

㈱西川総合建築／西川測量登記
七尾市能登島通町チ部２番地
TEL/FAX　0767-85-2752

【担当  西川剛志 080-1965-6748】

家の新築やリフォームでお悩みの方
病院、工場、事務所、店舗、住宅…
木の温もりある建物。可能性は無限大。

◆高所作業車運転技能講習 学科10/25　実技10/28

◆玉掛け技能講習 学科10/29～

◆小型移動式クレーン運転技能講習 学科11/5～

◆車両系建設機械運転技能講習
　(ユンボ・タイヤショベル・ブル等)

11月12日～20日
（受講資格により日数決
定）

◆クレーン運転特別教育
学科11月14日　実技11月15
日

　　　　　　　　
　　　申込書など詳しくは当協会☝のホームページで！

★資格取得講習会(七尾会場)案内！

★労災保険加入！　事業主・ご家族様

(一社)七尾労働基準協会 ☎0767-52-5343

　　一人親方様の特別加入も　即手続きします。

　★労働健診(協会けんぽ健診4,855円)申込み中です。
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

土地・家屋の登記名義人
変更の手続き
　土地や家屋の登記名義人が亡く
なった時は、法務局で所有権移転
登記（登記名義人の変更）の手続
きが必要です。年内に手続きを完
了した場合、翌年度から新しい登
記名義人に固定資産税が課税され
ます。
　 1 月 1 日を過ぎても、この手続
きをしていないときは、相続人の
中から相続人代表者（市からの納
税通知書などを受け取る人）を決
定し「相続人代表者指定届」を提
出してください。
　この届出は、法務局での登記や
相続税の課税に関係ありません。

税務課　☎53-8415

　　　　　　　　　　　　　　　

2018年漁業センサスが
行われます
■実施機関　農林水産省
■調査対象　水産業を営んでいる
　全ての世帯や法人
■調査期日　11月 1 日㈭
■調査の概要

漁業の生産構造と就業構造を明
らかにするとともに、漁村や水
産物流通、加工業などの実態と
変化を把握することを目的に、
5 年ごとに行われる全国一斉の
調査です。

■回答方法
　インターネットまたは紙の調査

票で回答
■調査書類の配付方法
　調査対象の世帯や法人に対し

て、10月中旬に調査書類の配付
のため調査員が訪問します。

　調査へのご協力をお願いします。

総務課　☎53-1111

「県民手話講座」開催
　「石川県手話言語条例」の施行
に伴い、広く県民の皆さまに手話
を知っていただく機会として県民
手話講座を開催します。
【県民向け】
■日時　11月 4 日㈰
　　　　13：00～14：00
【高齢者・障害者施設向け】
■日時　11月20日㈫
　　　　19：00～20：00
■場所　パトリア 4 階
　　　　フォーラム七尾中ホール
■費用　無料
■定員　先着70人
■申込書設置場所

市役所本庁市民ロビー、ミナ．
クル 2 階行政施設、パトリア 3
階市民ロビー、田鶴浜・中島・
能登島各行政サービスコーナー
石川県聴覚障害者協会

　☎076-264-8615
　FAX076-261-3021

　　　　　　　　　　　　　　　

不用品活用銀行
■ゆずります
洋服たんす、ライティングデスク、
壁掛型姿見、ローテーブル、鏡台、
本棚（大・小）、食器棚、 1 人用
ソファ、紙オムツ（大人女性用）
■ゆずってください
大人用自転車 1 台、ペットサーク
ル犬・猫用、獅子舞子ども踊り子
衣装、チャイルドゲート、小学生
男女制服（130cm～160cm）、等
伯ポロシャツ（新品）
※電気製品は取り扱いできません。
※登録期限は 6 カ月です。
※次の場合、環境課に連絡が必要

です。
・交渉の成立・不成立。
・登録した品物を処分した。
・品物が不要になった。

環境課　☎53-8421

「七尾検定2018」に挑戦しませんか
　住んでいても意外と知らない七
尾のあれこれ。初級から上級まで
七尾に関するいろいろな分野の
250問がそろっています。
　各級のオリジナル合格記念バッ
ジを用意して、皆さんの挑戦をお
待ちしています。
■申込期間
　11月 1 日㈭～平成31年 2 月 1 日㈮
■検定日時　平成31年 2 月23日㈯
　　　　　　10：00～
■場所　七尾サンライフプラザ
■検定区分　初級、中級、上級
■検定料　無料

七尾検定実行委員会事務局（ス
　ポーツ・文化課内）　☎53-8437

　　　　　　　　　　　　　　　

聞こえの相談会・生活教室
　加齢とともに聞こえづらくなっ
た人や、病気や事故で聴力を失っ
た人、その家族を対象に専門家に
よる聞こえの相談会と生活教室を
開催します。
　自分の聞こえの状態を知り、生
活に役立つ情報を学びませんか。
【聞こえの個別相談会】
■日時　10月27日㈯
　　　　10：00～15：00
■場所　ワークパル七尾
■費用　無料
■申込期限　10月19日㈮
【生活教室】
■日時　11月17日㈯
　　　　13：00～16：00
■場所　ワークパル七尾
■費用　無料
■内容　脳いきいきサロン
　　　　(認知症予防)
　　　　聴覚障害者のピアカウン
　　　　セリング
※当日参加できます。

福祉課　☎53-8464
　FAX53-5990
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公立能登総合病院職員募集
　平成31年 4 月に採用する職員を
募集します。 
■募集職種および採用予定人数 
職種 採用予定人数
薬剤師 若干名
臨床検査技師 若干名
看護師 5 人程度
調理師 1 人程度

■申込期限　10月26日㈮
■試験日　11月 9 日㈮

公立能登総合病院総務課 
　☎52-8749 

　　　　　　　　　　　　　　　

円盤・ハンマー投用囲い設置
　「スポーツ振興くじ助成金」の
助成を受けて、七尾市城山陸上競
技場に新しく円盤・ハンマー投用
囲いを設置しました。
 

スポーツ・文化課　☎53-3661

　　　　　　　　　　　　　　　

若者サポートステーション石川
出張相談会
　仕事をしていない人で「働きた
いけど心配。どうすればいいのか
わからない」「対人関係、コミュニ
ケーションが苦手で不安」「ブラン
クがあり仕事をすることに不安」
など、さまざまな悩みを抱える人
とその家族を対象に、出張相談会
を開催します。
■日時　10月16日㈫
　　　　13：00～16：30
■場所　ワークパル七尾
■対象　15歳～ 39歳の求職者と
　　　　その家族

若者サポートステーション石川
　☎076-235-3060

子どもと高齢者の
インフルエンザ予防接種
■接種期間　
　10月22日㈪～平成31年 1 月31日㈭
【子ども】
■対象者
　市に住民票があり、生後 6 カ月

から中学生までの人
■助成金額　 1 回につき1,000円
　市から送られる助成券を医療機

関に提示すると、医療機関で定
めた接種料金から1,000円を差し
引いた金額が請求されます。

■接種方法　
　市指定医療機関で接種
　生後 6 カ月～小学生： 2 回接種
　中学生： 1 回接種
【高齢者】
■対象者
　市に住民票があり、次の①また

は②の要件を満たす人
①満65歳以上の人
　(接種券を送付します。)
※昭和29年 1 月生まれの人で、

1 月の誕生日以降に接種を希
望する人は健康推進課で接種
券を受け取ってください。

②満60歳から満64歳までで心
臓・腎臓・呼吸器の機能の
障害やヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能に障害があ
り、身体障害者手帳 1 級を
持っている人

　　(接種を希望する人は、手帳　　
　　を持って健康推進課で接種券
　　を受け取ってください。)
■接種方法　
　市指定医療機関で 1 回接種
■接種費用　1,300円

健康推進課　☎53-3624

風しんにご注意ください
　国内で風しん患者の届出数が増
えています。風しんは、飛沫(ひま
つ)で感染します。
　効果的な予防方法は風しんワク
チンの接種です。定期予防接種の
対象の人はできるだけ早く予防接
種を受けましょう。
■麻しん・風しん混合（ＭＲ）ワ
クチン定期予防接種対象者

　第 1 期： 1 歳児
　第 2 期：小学校入学前 1 年間の

幼児
■接種費用　無料
※定期予防接種の対象者以外の人

は、任意接種（費用は自己負担）
で受けることができます。特に、
妊娠20週頃までの女性が風しん
に感染すると、お子さんが先天
性風しん症候群になる恐れがあ
ります。妊娠を希望する人や妊
婦の家族は、風しんの抗体検査
や予防接種を受けることをお勧
めします。
健康推進課　☎53-3624

　　　　　　　　　　　　　　　

自死遺族交流会（J交流会）
　自死遺族の人が寄り添い、互い
に共感することで、心が安らぐ時
を過ごせる場を開催しています。
　事前にお問い合わせください。
■日時　11月 3 日(土・祝)
　　　　14：00～16：00
■場所　金沢市内

石川県こころの健康センター
　相談課　☎076-238-5750

　　　　　　　　　　　　　　　

石川県の最低賃金は
時間額806円
　10月 1 日から最低賃金が変更に
なりました。使用者は、最低賃金
より低い賃金で労働者を雇用する
ことはできません。
　なお、産業によっては、より金
額の高い特定（産業別）最低賃金
が適用されます。

石川労働局　☎076-265-4425
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

「第64回七尾市美術展」
作品募集
■会期　10月26日㈮～ 29日㈪
■場所　石川県七尾美術館　　
■入場料　無料

【応募対象】※募集要項参照
①幼・小・中・高校生の部
　絵画・習字・写真・工作
②一般の部　
　日本画・洋画・彫刻・工芸・書・

写真
【搬入日時・場所（作品受付）】
①幼・小・中・高校生の部
　10月 7 日㈰　14：00～15：00
　ワークパル七尾
②一般の部　
　10月23日㈫　16：00～18：00
　七尾美術館各部門受付
■表彰式　10月28日㈰
　　　　　七尾美術館アートホール
■募集要項・応募ハガキ・作品
申込書の設置個所

　市役所本庁 5 階スポーツ・文化
課、七尾美術館、七尾市文化協
会(池田家)、田鶴浜・中島・能
登島地区各コミュニティセン
ター、北國新聞社七尾支社、カ
メラのキタムラ
七尾市美術展運営委員会

　橋本　☎53-3013

　　　　　　　　　　　　　　　

法律相談開催
■開催日・弁護士
　10月11日㈭　森岡　真一　
　10月18日㈭　堀江　重尊　
　10月25日㈭　山岸　陽平
　11月 1 日㈭　山本　啓二
■時間　13：30～16：00
■場所
　パトリア 5 階フォーラム七尾
■申込方法
　相談日前日の17時までに電話予約
■定員　 5 人(先着順)
■相談料　5,400円
※負担が困難な人で、法律援助資

力基準に該当する場合は無料。
　クレサラ相談は初回無料。

金沢弁護士会　☎076-221-0242

10月15日㈪～ 21㈰は
行政相談週間
　総務省は、皆さんからの国の行
政全般の苦情や意見、要望などを
受け付け、行政運営の改善に役立
てる行政相談を行っています。
　行政相談は、下記の行政相談委
員と総務省行政相談センターきく
みみ石川で受け付けていますの
で、お気軽に相談してください。
■行政相談委員
　春木憲(七尾)　　　☎53-0005
　佐原加津美(七尾)　☎53-2048
　濱和子(田鶴浜)　　☎68-2265
　釜井文雄(中島)　　☎66-0230
　千場恵美子(能登島)☎85-2355
■行政苦情110番
　☎0570-090-110（全国共通）
　土、日・祝日および夜間（17:30

～翌日 8 :30）は留守番電話で
受け付け
総務省行政相談センターきくみ　

　み石川（石川行政評価事務所）
　☎076-222-5232

　　　　　　　　　　　　　　　

一日合同行政相談所
　登記や税金、雇用、年金、成年
後見のほか相続や遺言、離婚、多
重債務などの相談に応じます（秘
密厳守・相談無料・予約不要）。
■日時　10月23日㈫
　　　　13：00～16：00
■場所

パトリア 4 階
フォーラム七尾多目的ホール

■参加予定機関
金沢地方法務局、石川労働局、
七尾年金事務所、石川県、金沢
弁護士会、北陸税理士会、石川
県司法書士会、石川県行政書士
会、行政相談委員、七尾市
総務課人権・男女共同参画室

　☎53-1112

やってみよう!!
魅力ある居場所づくり
～お互いに支え合い、助け合う地
域を目指して～
　みんなが気軽に寄り合える居場
所の在り方を学びませんか。認知
症予防や世代間交流の場として仲
間とともに楽しく、自分を生かし
ながら過ごせる場所をわいわいと
考えましょう。
■日時　10月27日㈯
　　　　13：00～16：00
■場所　能登食祭市場 1 階
　　　　モントレーホール
■定員　70人(先着順)
■内容　
　【講演会】
　「本当に必要とされている居場所とは」
　コミュニティ・サポートセンター神戸　

飛田　敦子
　【事例紹介・意見交換】
　「介護予防グループデイの取り組み」
　　西三階たのしみ会
　「多世代が集う田鶴浜カフェのノウ

ハウ」
　　田鶴浜地区社会福祉協議会
　「生活者・自治体と共創する
　『しょく（食・職）場つくり』」
　　ハウス食品新規事業開発部

高齢者支援課　☎53-8463

　　　　　　　　　　　　　　　

第1３回七尾市民健康福祉まつり
　健康と福祉を考える 1 日にしま
せんか。各種ステージ、出展があ
ります。
■日時　10月13日㈯
　　　　 9 ：30～15：30
■場所　ミナ．クル前広場

七尾市社会福祉協議会　
　☎52-2099
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食の安全を学ぼう！
米粉料理教室
　七尾生活学校は、安全で安心で
きる食生活を考えた地産地消やじ
わもんの推進などを学び、実践す
る女性グループです。
　米粉を使った簡単でおいしい料
理を一緒に学びませんか。
■日時　10月12日㈮　10：00～
■場所　七尾サンライフプラザ
　　　　調理室
■定員　10人程度（先着順）
■講師　食育コーディネーター
　　　　橋本　良子
■参加費　無料
■申込期限　10月10日㈬

七尾生活学校　坂井
　☎57-2034

　　　　　　　　　　　　　　　

「平成３0年北海道胆振東部
地震災害義援金」受け付け
　北海道胆振地方東部で発生した
地震により被災された方を支援す
るため、義援金を受け付けていま
す。
　皆さまよりお預かりした義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地
へ送金されます。
■受付期限　平成31年 3 月29日㈮
■受付時間　 8 ：30 ～ 17：15
　　　　　　（土、日・祝日除く）
■受付場所
　福祉課、総務課、税務課、田鶴

浜・中島・能登島各行政サービ
スコーナー

※期間は延長される場合がありま
す。　　
福祉課　☎53-3625

住宅用太陽光発電システム
設置工事費を補助します
　最大出力10キロワット未満の住
宅用太陽光発電システムを設置す
る人に対して、設置に要する工事
費の一部を補助します。
■対象者
　自ら居住する市内の住宅（新築・

既存）にシステムを設置し、市
税の滞納がない人。

■補助金額　上限10万円
　(1 キロワット当たり2 万 5 千円

として4 キロワット相当分まで)
※予算の範囲で補助します。希望

者は早めにお申し込みください。
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

生ごみ処理機購入費助成
　市内居住の個人が購入したコン
ポストや電気生ごみ処理機の購入
費を予算の範囲内で助成します。
■補助金額
　購入価格（消費税込）の 2 分の

1 以内で年度限度額 3 万円
※限度額内であれば複数台の助成

も可能です。
環境課　☎53-8421

　　　　　　　　　　　　　　　

法定相続情報証明制度を
ご存じですか
　この制度は、相続手続の簡素化
を目的とした制度です。
　戸籍などの書類を添付して法務
局に提出すると、登記官が法定相
続人が誰であるかを確認し、証明
書を無料で交付します。
　証明書は相続登記のほか、金融
機関の預貯金の払い戻しなどの相
続手続全般で利用することができ
ます。

金沢地方法務局七尾支局
　☎53-1720

能登和倉
万葉の里マラソン2019
エントリー受け付け中
　平成31年 3 月10日㈰に開催する
能登和倉万葉の里マラソン2019の
エントリーを受け付け中です。
■エントリー方法

インターネットサイト
「RUNNET」から申し込み

■エントリー期限　11月30日㈮
　※定員に達し次第締め切り
■種目・参加料・定員

種　目 参加料 定　員
マラソン 7,000円 5,000人
10km 4,000円 2,000人
親子ペア 3,000円 なし

観光交流課　☎53-8436

　　　　　　　　　　　　　　　

丸亀市の観光と物産展
　ゆでたての丸亀うどんや丸亀市
の特産品を販売します！
■日時　11月 3 日(土・祝）、 4 日㈰
　　　　 9：00 ～（完売次第終了）
■場所　寄合い処みそぎ
　　　　（花嫁のれん館前）

(一社)ななお・なかのとDMO
　☎62-0900
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詳細は の連絡先にお問い合わせください。

羽咋市
余喜ふれあい祭り

余喜地区の総合文化
祭です。
ステージイベントや
テント村などをお楽
しみください。

［日時］10月21㈰　 9：00 ～ 15：00
［場所］余喜小学校（大町）

余喜公民館　☎0767-26-0254

志賀町
第14回志賀町文化祭

［日時］
11月 2 日 ㈮ ～ 4 日 ㈰　
作品展示
11月 3 日（土・祝）
式典、芸能アトラク
ションなど

［場所］富来活性化 センター
生涯学習課　☎0767-32-9350

中能登町
中能登トレジャートレイルウォーク

毎年秋に開催される
「中能登トレジャート
レイルラン」。昨 年、
開山1300年を迎えた
歴史ある山で、ラン
ナーはどんなコースを走っているのか、実際
に歩きながら体験してみませんか？

［日時］11月 4 日㈰　朝 7 時スタート
［参加費］1,000円（当日受付時にお支払いください）
［コース］中能登トレジャートレイルランコースの一部（ 5ｋｍ程度）
［集合・受付］ラピア鹿島（受付時間　 5：30 ～ 6：30）
［申込先］中能登町トレイルランニング実行委員会（町企画課内）

企画課　☎0767-74-2806

宝達志水町
婚活参加者募集

ケーキ作りを楽しみ、おいし
さを味わい、婚活で皆さまの
花を咲かせてほしいと願って
います。参加をお待ちしていま
す。

［日時］12月15日㈯10:30 ～ 13:00
［場所］さくらドーム21　クッキングルーム
［対象］おおむね25 ～ 45歳の男女
［持ち物］エプロン、タオル(調理しやすい服装)
［参加費］500円　[申込期限]　11月21日㈬

健康福祉課　☎0767-28-5526

富山県氷見市交流情報
木育キャラバン in 氷見
　毎年大人気のイベント「木育
キャラバン」が、今年も氷見にやっ
てきます。国内外の木のおもちゃ
300点以上を一堂に集めた、木の
おもちゃの遊園地です。木に触れ
て、匂いを嗅ぎ、音を聞いて、遊
びを通して木を思いきり感じま
しょう。ツリークライミングや各
種木工体験教室も同時開催。
■日時　10月 5 日㈮～ 8 日(月・祝)
　　　　 9 ：00～17：00
　　　　※ 5 日㈮は10：00～17：00
■場所　氷見市海浜植物園
■参加費　
　平日無料、土、日・祝日は大人
　500円、小中学生100円（体験教
　室は別途必要）

氷見市海浜植物園
　☎0766-91-7117

　　　　　　　　　　　　　　　

富山県高岡市交流情報
第54回八丁道おもしろ市
　高岡開町の祖・前田利長と発展
の礎を築いた利常の遺徳をしのぶ

「八丁道おもしろ市」が、高岡市
の国宝瑞龍寺の参道一帯で開かれ
ます。日用雑貨や生鮮品、手作り
品のほか、陶器などの骨董品が所
狭しと並びます。
■日時　10月21日㈰
　　　　 8 ：00～15：00
■場所　瑞龍寺八丁道参道

八丁道おもしろ市実行委員会
　☎0766-25-2342

山の寺の日
　山の寺寺院群で、長谷川等伯や
前田家に関する作品の公開、座禅
体験、物販などを行います。
■日時　10月21日㈰
　　　　 9 ：00～16：00
■周遊無料シャトルバス
　七尾美術館から山の寺寺院群ま
　での区間を30分間隔で運行

【特別講演】
■時間　13：00～
■場所　妙観院
■演題　「長谷川等伯の挑戦とあ
　　　　くなき美への探求」
　　　　石川県七尾美術館学芸員
　　　　北原　洋子

山の寺の日実行委員会　高木
　☎52-1247

　　　　　　　　　　　　　　　

第24回みのり園まつり
　模擬店コーナーやバザー、大抽
選会などがあります。
■日時　10月21日㈰(雨天決行)
　　　　 9 ：30～13：00
■場所　みのり園(国分町)

みのり園　☎53-7266
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