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ドキメンタリー映画＆講演会
　 『107＋１　天国はつくるもの』

公立能登総合病院　精神センター
　文化祭「こころのフェスタ2010」

平成22年度「原子力の日」
　　　　　　　　記念講演会開催

 中高生！夢はあきらめない！ みんなで参加しよう！

 原子力について考えましょう

　人は時に自分のことを無力だと
感じ、自分が何かしたところで何
も変わらないと思います。しかし、
ひとりの力は微力かもしれないけ
ど決して無力ではないこと、お互
いがお互いを応援しあったとき、
お互いにとんでもない力を発揮で
きるようになるということを…。
中高生に『夢はあきらめない』『自
分が動けば変わ
る 』というメッ
セージを伝えた
い！この感動を
届けたい！ぜひ
ご覧ください。
■日時　10月31日（日）
        18：30 ～ (開場18：00)
■場所　七尾美術館
■協賛金　大人1,000円
          中高生　無料　　　　        
 ミニ講演会
■演題　『動けばかわる』
■講師　てんつくマン
　　ＮＡＮＡＯ　
    夢実現プロジェクト　橋本　
?66－0013または090-2375-6362

　能登で活動する施設の自主製品
販売や活動紹介、楽しいアトラク
ションなどを行いますので、ぜひ
一度お越しください。
■日時　10月21日（木）
            10：00 ～ 15：00
■場所　精神センター体育館
■入場料　無料
　　公立能登総合病院
　  　精神センター　?52-6619

■日時　10月17日（日）
            13：00 ～ 14：30
■場所　志賀町文化ホール
■講師　
  萩尾みどり氏(女優)
■演題
  「大切なのは何？」
　～地球環境、そして　　　　
       エネルギー～
　　財団法人能登原子力センター
               ?0767-32-3511

やってみよう！
　      勾

まがたま

玉作り・火起こし体験

 これで、キミたちも古代人！

　 古 代 衣 装 を 着
て、オリジナル『勾
玉』(魔除けのア
クセサリー )を作
ろう。火起こし体
験もできるよー！
■日時　10月10日（日）
　　　　　　10:00 ～ 15:00
■場所　能登国分寺公園
■内容　勾玉作り(30分程度)
　　　　古代の衣装試着体験など
■費用　100円（勾玉作りのみ）
　　　　その他は無料。

「徳田祭りin能登国分寺」の中で
やっています。
　　文化財課  ?53-8437

第15回石川県障害者
　      ふれあいフェスティバル

 障害者とふれあう！

■日時　10月31日(日)
            10：00 ～ 16：00
■場所　石川県産業展示館４号館
■内容
  ・ふれあいコンサート
  ・障害者アートの展示
  ・盲導犬などの体験コーナー
  ・模擬店など
■入場料　無料
　　石川県障害者ふれあい
　　　フェスティバル実行委員会
                ?076-225-1428

 新発見！米粉料理！

　米の消費拡大を目的に誰でも作
れる米粉を使った料理教室に参加
しませんか？　
■日時　10月26日（火）９：30 ～
■場所　七尾サンライフプラザ
■定員　25人（先着順）
■講師　久保いえみ氏
■費用　500円
　　農林水産課　?53-8422

米粉を使った料理教室

日曜日のひととき、能登空港ですごしませんか？！

能登空港！今月のイベントは！

　のっぴーグラス作り
■日時　10月10日（日）　①10：00 ～　②13：00 ～
■場所　能登空港　１階　能登の旅情報センター
■参加費　無料
■対象　幼児から小学生以下（限定50人）

　おらが故郷お国自慢「冨木八幡太鼓保存会」
迫力ある太鼓の演奏をお楽しみ下さい。
■日時　10月17日（日）14：00 ～
■場所　能登空港　２階ロビー

　ブーメランを飛ばそう！！
■日時　10月24日（日）13：00 ～ 14：00（集合13：00）
■場所　能登空港　２階ロビー
■参加費　無料
■対象　小学生と保護者（限定40人）
■内容　ANAのスタッフと一緒に、ブーメランを作って遊びます。
　　能登空港賑い創出実行委員会　?0768-26-2303
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 クリエイターズマーケット

　能登半島にすっぽりと包まれた
能登島。ガラス美術館、ガラス工
房、陶芸家の工房など、クラフトが
盛んな能登島に「作家が多く住む
島にしたい！」「クラフトを根付か
せたい！」など、そんな想いでス
タートしたイベントです。

■日時　10月16日（土）・ 17日（日）
　　　　10：00 ～ 16：00
■場所　能登島家族旅行村
　　　　　　　　　　Ｗｅランド
■内容　
　・クラフト作品の展示販売
　・能登の味覚飲食ブース
　・シーカヤック試乗体験など
　　のとじま手まつり実行委員会
　　　　　　　　　　?84-1173

のとじま手まつり2010

 若返る秘訣を紹介！

　しのびよる老化、この機会に若
返る秘訣を学びませんか？
　ロコモティブ
　　　　　　シンドロームとは？

（運動器障害のために
　　　　　　要介護になる危険）
■日時　10月14日（木）13：30 ～
■講師　恵寿総合病院整形外科医
　　　　　　　　　毛利良彦氏
■申込締切　10月12日（火）
　認知症予防について
■日時　10月28日（木）13：30 ～
■講師　恵寿総合病院神経内科医
　　　　　　　　　島　啓介氏
■申込締切　10月25日（月）
■場所（両日）
　七尾サンライフプラザ
　　　　　　　　　保健センター
■参加費（両日）　無料
　　健康推進課　?53-3623

からだ若返り＆脳活性化教室

お知らせ

「ハリー・ポッターと謎のプリンス」鑑賞会　親子でご招待！

『親子映画鑑賞会』「ハリー・ポッターと謎のプリンス」

■日時　11月14日（日）
　　　　12：15 ～　受付
　　　　13：00 ～　映画上映
　　　　15：30 ～　抽選会
　　　　16：30頃　終了予定
■場所　サンビーム日和ヶ丘
■招待人数　300人（多数の場合は抽選）
■応募方法
・往復はがき１枚につき、１家族のお申し
込みになります。往復はがきに、郵便番
号、住所、連絡先、全員の氏名（年齢）を
記入し、ご応募ください。
■申込締切　10月25日（月）必着
　　　　〒926-0045　七尾市袖ヶ江町ハ部42　
　　　　七尾鹿島地域ライフ・サポートセンター　?52-9688

今年は希望者全員が接種できます！

10月１日から新型インフルエンザワクチン接種がスタート！

　昨年とは異なり、ワクチン接種希望の方全員が接種できます。接種内
容を確認し、希望の医療機関にご相談ください。
■接種期間　平成23年３月31日(木)まで
■接種場所　七尾市指定医療機関
　　　（希望される場合は、かかりつけ医などにお問い合わせください。）
■接種内容

(注1）１歳未満の方は接種を行っても十分な免疫をつけることが困難であると
　　考えられます。強く希望する場合は、医療機関にご相談ください。
(注2）60歳～ 64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能または、ヒト免疫機能に障害を
　　有し、身体障害者手帳１級をお持ちの方は申し出により予診票を発行しま
　　すので、身体障害者手帳を下記までご持参ください。

（注3）生活保護世帯・市民税非課税世帯の方（※接種日に七尾市に住所がある
　　方に限る）には、費用を『全額助成』します。詳しくは、市役所からお送りし
　　た案内文書をご確認ください。
　　健康推進課(保健センター )　?53-3623

対象年齢 １歳～ 12歳（注1） 13歳～ 64歳(注2) 65歳以上

接種回数 ２回 １回 １回

接種内容
「新型インフルエンザワクチン」「新型
＋季節性インフルワクチン」のいずれ
かを選択

「新型＋季節性
インフルエンザ
ワクチン」

予 診 票 医療機関に設置
保健センターか
ら郵送

接種費用

１回目　3,600円　２回目　2,550円（12歳まで）
※２回目を１回目と異なる医療機関で接種される場合は
　3,600円です。
※「新型インフルエンザワクチン」「新型＋季節性インフル
　エンザワクチン」の費用は同額です。




